
第10回榛名山ヒルクライム in 高崎
榛名湖コースチーム戦

順位 チーム名 No. 氏名 氏名カナ 個人タイム 合計タイム
1 ＣＯＷ ＧＵＭＭＡ 2020 渡辺 竜生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｷ 0:41:07 2:06:04

2031 戸塚 裕一 ﾄﾂｶ ﾕｳｲﾁ 0:42:16
2019 会田 森 ｱｲﾀﾞ ｼﾝ 0:42:41

2 フライドチキンカレー 2007 青木 達徳 ｱｵｷ ﾀﾂﾉﾘ 0:39:43 2:06:26
2040 荒瀬 壮兵 ｱﾗｾ ｿｳﾍｲ 0:42:49
2027 鈴木 真人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 0:43:54

3 群馬 嬬恋高校 2099 市場 椋也 ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳﾔ 0:44:14 2:14:22
2201 由井 雛斗 ﾕｲ ﾋﾅﾄ 0:44:36
2150 干川 武流 ﾎｼｶﾜ ﾀｹﾙ 0:45:32

4 ＣＯＷＧＵＭＭＡ Ｂ 2063 高田 誠 ﾀｶﾀﾞ ﾏｺﾄ 0:42:35 2:18:00
3030 首藤 健 ｼｭﾄﾞｳ ﾀｹｼ 0:45:51
2077 大塚 尭 ｵｵﾂｶ ﾀｶｼ 0:49:34

5 現場猫レーシング高崎支所 2042 横山 優 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 0:46:03 2:28:00
3161 井上 裕太 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 0:49:51
4046 田穂 義志 ﾀﾎ ﾖｼﾕｷ 0:52:06

6 ＴＡＭＡ ＣＯＰＰＩ 2151 高木 吉崇 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾀｶ 0:42:52 2:37:52
5045 伊勢 京介 ｲｾ ｷｮｳｽｹ 0:54:02
4104 波田 大輔 ﾊﾀ ﾀﾞｲｽｹ 1:00:58

7 ＩＭＥクライム 7172 牧野 和歩 ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾎ 0:52:43 2:40:58
10051 日比野 圭祐 ﾋﾋﾞﾉ ｹｲｽｹ 0:53:38
5107 大川 章 ｵｵｶﾜ ｱｷﾗ 0:54:37

8 SALUTE 2097 中島 由裕 ﾅｶｼﾏ ﾖｼﾋﾛ 0:42:53 2:46:17
9002 上之原 義朗 ｳｴﾉﾊﾗ ﾖｼﾛｳ 0:58:41
8201 小鹿野 健一 ｵｶﾞﾉ ｹﾝｲﾁ 1:04:43

9 ９Ｆｏｒｃｅ 2080 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 0:44:04 3:07:20
6047 萩原 祥吾 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ 1:08:40
9110 中嶋 鷹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶ 1:14:36

10 彩の国 ＪＥＣ 11165 ホール サイモン ﾎｰﾙ ｻｲﾓﾝ 1:01:59 3:13:48
11164 齋藤 栄 ｻｲﾄｳ ｻｶｴ 1:04:02
11169 大木 哲夫 ｵｵｷ ﾃﾂｵ 1:07:47

令和04年5月22日RESULT（3 人合計タイム）

共  催： 高崎市・高崎市教育委員会

特別協賛： 群馬トヨタ自動車(株)・群馬トヨペット(株)・トヨタカローラ群馬(株)・トヨタカローラ高崎(株)・ネッツトヨタ群馬

(株)トヨタレンタリース群馬・トヨタL＆F群馬（株）・PIAA(株)・高崎商工会議所(株)環境保全センター・（公財）高崎財団

主 催： 榛名山ヒルクライムin高崎実行委員会



第10回榛名山ヒルクライム in 高崎
榛名湖コースチーム戦

順位 チーム名 No. 氏名 氏名カナ 個人タイム 合計タイム
11 ＪＩＮＴＥＣ 9147 塩見 泰彦 ｼｵﾐ ﾔｽﾋｺ 1:00:25 3:14:28

6175 佐藤 靖史 ｻﾄｳ ﾔｽｼ 1:02:38
11068 藤原 大輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 1:11:25

12 ＴＥＡＭ ＪＥＴＳ 5129 沢口 光一 ｻﾜｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 0:54:58 3:21:07
8136 坂田 泰昭 ｻｶﾀ ﾔｽｱｷ 1:12:54
8137 加藤 昌之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 1:13:15

13 チーム天神 6168 上野 雅史 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 1:00:18 3:24:22
8009 宮内 和夫 ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞｵ 1:10:00
6189 森戸 浩行 ﾓﾘﾄ ﾋﾛﾕｷ 1:14:04

14 彩の国JEC 亀頭塾 11166 名執 太郎 ﾅﾄﾘ ﾀﾛｳ 1:02:50 3:39:08
11167 石井 貴章 ｲｼｲ ﾀｶｱｷ 1:08:55
11168 伊藤 博之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 1:27:23

15 牧野輪業 11189 伊藤 篤史 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 1:27:13 4:34:49
12137 赤川 敬 ｱｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 1:27:13
12138 川田 正和 ｶﾜﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 1:40:23

令和04年5月22日RESULT（3 人合計タイム）

共  催： 高崎市・高崎市教育委員会

特別協賛： 群馬トヨタ自動車(株)・群馬トヨペット(株)・トヨタカローラ群馬(株)・トヨタカローラ高崎(株)・ネッツトヨタ群馬

(株)トヨタレンタリース群馬・トヨタL＆F群馬（株）・PIAA(株)・高崎商工会議所(株)環境保全センター・（公財）高崎財団

主 催： 榛名山ヒルクライムin高崎実行委員会


