
コース カテゴリー 氏名 タイム
男子エキスパート 金子　宗平 36:42
男女中学生 松村　拓弥 44:08
男子A（高校生以上29歳以下） 橋本　晴哉 39:42
男子B（30歳以上39歳以下） 青木　達徳 39:43
男子C（40歳以上49歳以下） 中瀬　雄介 41:08
男子D（50歳以上59歳以下） 木村　博志 43:09
男子E（60歳以上69歳以下） 岡田　隆司 44:56
男子F（70歳以上男子） 高山　信行 52:06
女子エキスパート テイ　ヨウフウ 48:19
女子A（高校生以上29歳以下） 鈴木　友佳子 48:46
女子B（30歳以上39歳以下） 築城　光恵 47:59
女子C（40歳以上49歳以下） 田代　妙子 54:32
女子D（50歳以上） 栗原　裕美子 49:38

関口　煌大
本田　一貴

男子高校生以上 佐藤　択海 28:51
女子中学生 福島　茉歩 45:43
女子高校生以上 松島　静香 41:41
男子小学生（3年生以上） 山口　虎太郎 18:38
中学生以上男子 久保　勇斗 18:46
女子小学生（3年生以上） 皆木　海音 22:35
中学生以上女子 重田　紗依 22:15
榛名湖コース ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ 2:06:04
神社コース GreeenLights 1:33:20
初心者コース ＣＯＷＧＵＭＭＡｊｒＡ 1:01:25

コース カテゴリー 氏名 タイム
男子エキスパート 長澤　優樹 41:26.489
男女中学生 松村　拓弥 47:14.960
男子A（高校生以上29歳以下） 吉田　愛斗 41:07.812
男子B（30歳以上39歳以下） 堀口　大樹 41:20.628
男子C（40歳以上49歳以下） 木村　博志 41:44.177
男子D（50歳以上59歳以下） 高橋　信博 43:13.269
男子E（60歳以上69歳以下） 河西　強 47:46.463
男子F（70歳以上男子） 有泉　末広 50:53.665
女子A（高校生以上29歳以下） 長野　安那 57:15.564
女子B（30歳以上39歳以下） 石川　由紀子 1:04:15.355
女子C（40歳以上49歳以下） 若宮　輝美 1:04:58.348
女子D（50歳以上） 永田　直美 1:00:11.692
男子中学生 大石　哲平 33:48.710
男子高校生以上 岩本　隆希 29:48.523
女子中学生 篠塚　萠依 42:26.191
女子高校生以上 井上　ひろみ 44:18.157
男子小学生（3年生以上） 山口　虎太郎 19:10.187
中学生以上男子 大石　斉 17:52.039
女子小学生（3年生以上） 飯塚　咲葵 24:27.019
中学生以上女子 松島　静香 19:03.039

チーム戦 初心者コース KRD-RACING 1:25:41.833

第10回大会優勝者

榛名湖コース

チーム戦

第9回大会優勝者

榛名湖コース

男子中学生 31:56

榛名神社コース

初心者コース

榛名神社コース

初心者コース

新型コロナウイルス感染症の影響により中止
第8回大会



コース カテゴリー 氏名 タイム
男子エキスパート 加藤　大貴 37:36.155
男女中学生 川田　翔太 43:19.902
男子A（高校生以上29歳以下） 森田　晃正 37:42.406
男子B（30歳以上39歳以下） 西村　育人 37:39.506
男子C（40歳以上49歳以下） 飯嶋　豊和 39:59.814
男子D（50歳以上59歳以下） 遠藤　修 41:27.017
男子E（60歳以上69歳以下） 芹川　研一 45:29.113
男子F（70歳以上男子） 高山　信行 48:23.143
女子エキスパート 豊島　典子 44:13.488
女子A（高校生以上29歳以下） 星　恵莉奈 47:38.450
女子B（30歳以上39歳以下） 御処野　好美 45:42.796
女子C（40歳以上49歳以下） 根本　裕美 55:50.316
女子D（50歳以上） 栗原　裕美子 51:24.000
男子中学生 大出　匠 32:26.416
男子高校生以上 前田　淳紀 30:39.184
女子中学生 水谷　彩奈 35:54.905
女子高校生以上 田中　千絵 42:56.391
男子小学生（3年生以上） 都丸　藍音 16:17.562
中学生以上男子 相村　誠 17:18.209
女子小学生（3年生以上） 高橋　凛夏 22:26.254
中学生以上女子 都丸　広美 20:32.794

藤田　涼平 8:56.357
村松　早苗 10:33.592
星野　貴也 47:21.525

（TT） 8:57.968
（HC） 38:23.557

西形　舞 1:00:54.349
（TT） 11:00.369
（HC） 49:53.980

榛名湖コース ＧＲＩＺＺＬＹ 2:00:18.836
神社コース ＣＯＷｊｒ　Ｂ 1:40:05.244
初心者コース ＣＯＷｊｒ　Ｄ 59:37.088

コース カテゴリー 氏名 タイム
男子エキスパート 星野　貴也 37:22.953
男女中学生 堀江　一葉 41:55.277
男子A（高校生以上29歳以下） 濵野　巧勝 39:28.127
男子B（30歳以上39歳以下） 山口　篤 39:08.075
男子C（40歳以上49歳以下） 久保田　新一 40:40.976
男子D（50歳以上59歳以下） 遠藤　修 41:20.950
男子E（60歳以上69歳以下） 芹川　研一 44:20.241
男子F（70歳以上男子） 高山　信行 47:57.776
女子エキスパート 西形　舞 48:15.195
女子A（高校生以上29歳以下） 宮田　知枝 55:04.795
女子B（30歳以上39歳以下） 御処野　好美 48:38.244
女子C（40歳以上49歳以下） 上島　珠美 55:08.073
女子D（50歳以上） 石井　裕美 51:48.198
男子中学生 石田　航太 34:17.298
男子高校生以上 田中　宏樹 30:36.679
女子中学生 水谷　彩奈 40:10.946
女子高校生以上 河内　桜雪 41:09.469
男子小学生（3年生以上） 戸塚　直太朗 17:23.133
中学生以上男子 小倉　崇史 16:05.058
女子小学生（3年生以上） 伊勢田　宇未 24:09.861
中学生以上女子 萩野谷　茉那美 22:22.541

岩島　啓太 8:40.534
村松　早苗 10:34.120
星野　貴也 46:10.134

（TT） 8:47.181
（HC） 37:22.953

西形　舞 59:15.258
（TT） 11:00.063
（HC） 48:15.195

榛名湖コース ＭＩＶＲＯ～新参者たち～ 2:03:05.954
神社コース ａｎｉｖｅｌｏ 1:44:25.785
初心者コース ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ 1:06:29.278

チーム戦

第7回大会優勝者

第6回大会優勝者

ＴＴレース男子
ＴＴレース女子

榛名湖コース

榛名神社コース

初心者コース

初心者コース

COPPA　DI　HARUNA男子

榛名湖コース

榛名神社コース

COPPA　DI　HARUNA女子

COPPA　DI　HARUNA男子

チーム戦

ＴＴレース男子
ＴＴレース女子

COPPA　DI　HARUNA女子



コース カテゴリー 氏名 タイム
男子エキスパート 松田　健太 39:44.960
男女中学生 篠原　輝利 43:57.200
男子A（高校生以上29歳以下） 森田　晃正 39:18.585
男子B（30歳以上39歳以下） 加藤　友泰 40:50.574
男子C（40歳以上49歳以下） 永塩　実 41:02.566
男子D（50歳以上59歳以下） 布施　浩三 42:36.194
男子E（60歳以上69歳以下） 杉崎　隆志 49:30.287
男子F（70歳以上男子） 高山　信行 46:31.180
女子エキスパート 近藤　民子 46:21.654
女子A（高校生以上29歳以下） 瀬戸　美沙枝 50:52.698
女子B（30歳以上39歳以下） 榎本　美帆 49:04.022
女子C（40歳以上49歳以下） 栗原　裕美子 55:11.141
女子D（50歳以上） 田島　洋子 54:49.175
男子中学生 藤本　怜 34:25.278
男子高校生以上 玉田　旭 29:48.444
女子中学生 大塚　明実 39:23.254
女子高校生以上 穂刈　麻衣 40:12.011
男子小学生（3年生以上） 秋元　碧 18:26.888
中学生以上男子 小寺　玲 16:19:156
女子小学生（3年生以上） 水谷　彩奈 19:18.971
中学生以上女子 山下　侑加 23:18:056

岩島　啓太 8:54:203
村松　早苗 10:41:068
森田　晃正 48:26:862

（TT） 9:08.277
（HC） 39:18:585

西形　舞 1:01:58:840
（TT） 10:45.873
（HC） 51:12.967

榛名湖コース ＷＫＯ 2:07:42.450
神社コース 電大サイクリング部 2:03:17.865
初心者コース ユタカ製作所　遅組 1:09:27.847

コース カテゴリー 氏名 タイム
男子エキスパート 嘉瀬　峻介 39:04.268
男女中学生 江見　俊輔 43:18.391
男子A（高校生以上29歳以下） 長澤　渉 40:47.868
男子B（30歳以上39歳以下） 青木　貴嗣 40:38.425
男子C（40歳以上49歳以下） 佐藤　忍 41:15.891
男子D（50歳以上59歳以下） 布施　浩三 42:10.228
男子E（60歳以上69歳以下） 高山　信行 45:30.401
男子F（70歳以上男子） 駒沢　明 53:45.239
女子エキスパート 近藤　民子 47:47.284
女子A（高校生以上29歳以下） 福田　咲絵 47:35.113
女子B（30歳以上39歳以下） 御処野　好美 50:12.082
女子C（40歳以上49歳以下） 石井　明美 54:22.871
女子D（50歳以上） 細矢　由美子 52:58.395
男子中学生 茂呂　佳名人 32:31.251
男子高校生以上 藤川　凌 29:56.884
女子中学生 荘司　涼香 54:05.266
女子高校生以上 岡沢　美和 41:47.958
男子小学生（3年生以上） 藤本　怜 18:07.221
中学生以上男子 山西　伸匡 16:39.420
女子小学生（3年生以上） 奥富　桜花 20:00.749
中学生以上女子 片野　麻里央 20:23.102

風間　博之 8:50.727
福田　咲絵 10:30.493
金子　宗平 48:33.404

（TT） 8:52.471
（HC） 39:40.933

福田　咲絵 58:05.606
（TT） 10:30.493
（HC） 47:35.113

榛名湖コース Iris自転車部 2:08:22.199
神社コース TEAM輪持久業 1:40:03.581
初心者コース 群トラJr.Aチーム 1:07:39.967

ＴＴレース女子

チーム戦

榛名神社コース

初心者コース

COPPA　DI　HARUNA男子

COPPA　DI　HARUNA女子

ＴＴレース男子

チーム戦

第4回大会優勝者

ＴＴレース男子

榛名湖コース

榛名神社コース

初心者コース

COPPA　DI　HARUNA男子

COPPA　DI　HARUNA女子

榛名湖コース

第5回大会優勝者

ＴＴレース女子



コース カテゴリー 氏名 タイム
男子エキスパート 石井　駿平 38:43.061
男女中学生 江見　俊輔 44:26.026
男子A（高校生以上29歳以下） 嘉瀬　峻介 40:57.569
男子B（30歳以上39歳以下） 今井　恭平 41:02.548
男子C（40歳以上49歳以下） 柳澤　利信 41:56.689
男子D（50歳以上59歳以下） 布施　浩三 42:58.109
男子E（60歳以上69歳以下） 高山　信行 44:46.220
男子F（70歳以上男子） 山本　章造 52:05.902
女子エキスパート 古田　佳美 51:23.019
女子A（高校生以上29歳以下） 堀越　さわ子 58:55.561
女子B（30歳以上39歳以下） 栗原　育美 55:16.306
女子C（40歳以上49歳以下） 近藤　民子 51:23.838
女子D（50歳以上） 伊平　玲子 57:23.597
男子中学生 木村　皆斗 34:28.319
男子高校生以上 玉田　俊典 31:07.598
女子中学生 船橋　星来 43:35.367
女子高校生以上 新沢　麻耶子 45:41:858
男子小学生（3年生以上） 古谷田　耀 18:45.520
中学生以上男子 根岸　博幸 16:37.435
女子小学生（3年生以上） 中嶋　千紗都 20:10.167
中学生以上女子 加藤　千晶 19:24.876

金子　宗平 9:08.026
小林　彩乃 11:01.433
金子　宗平 48:11.998

（TT） 9:08.026
（HC） 39:03.972

西形　舞 1:02:49.101
（TT） 11:36.492
（HC） 53:05.706

榛名湖コース 山形大学 2:06:10.347
神社コース 坂まっしぐら 2:11:16.319
初心者コース LOV　星組 1:07:45.352

コース カテゴリー 氏名 タイム
男子エキスパート 石井　駿平 39:15.100
男女中学生 江見　俊輔 44:11.500
男子A（高校生以上29歳以下） 永家　俊宏 41:10.200
男子B（30歳以上39歳以下） 落合　明 41:31.300
男子C（40歳以上49歳以下） 大塚　啓示 42:14.500
男子D（50歳以上59歳以下） 久保山　巌夫 44:01.100
男子E（60歳以上69歳以下） 伊藤　明 46:27.100
男子F（70歳以上男子） 駒沢　明 53:04.700
女子エキスパート 西形　舞 51:07.600
女子A（高校生以上29歳以下） 日高　未稀 1:01:27.200
女子B（30歳以上39歳以下） 石井　明美 59:51.000
女子C（40歳以上49歳以下） 島崎　典子 53:27.700
女子D（50歳以上） 田島　洋子 57:28.200
男子中学生以上 金子　宗平 28:53.600
女子中学生以上 園田　裕子 38:48.400
（男子中学生） 重田　倫一郎 41:15.165
（女子中学生） 鈴木　菜々子 52:04.104
男子小学3年生以上 大野　裕二 17:37.400
女子小学3年生以上 根崎　美香 23:11.300
（男子小学生） 古谷田　耀 19：08：600
（女子小学生） 船橋　星来 23：47：253

風間　博之 8:50.539
韮澤　彩花 11:26.317
内尾　知生 49:09.444

（TT） 9:37.100
（HC） 39:32.344

西形　舞 1:02:49.101
（TT） 11:41.488
（HC） 51:07.613

初心者コース

チーム戦

榛名湖コース

第3回大会優勝者

ＴＴレース男子
ＴＴレース女子

榛名神社コース

初心者コース

COPPA　DI　HARUNA男子

COPPA　DI　HARUNA女子

COPPA　DI　HARUNA男子

COPPA　DI　HARUNA女子

榛名湖コース

第2回大会優勝者

ＴＴレース男子
ＴＴレース女子

榛名神社コース



コース カテゴリー 氏名 タイム
男子エキスパート 内尾　知生 40:12.234
男女中学生 成澤　大介 52:36.899
男子A（高校生以上29歳以下） 渋谷　明宏 42:37.153
男子B（30歳以上39歳以下） 大久保　知史 40:27.165
男子C（40歳以上49歳以下） 鈴木　誠 42:14.960
男子D（50歳以上59歳以下） 波多野　隆紹 42:51.805
男子E（60歳以上69歳以下） 高山　信行 45:20.791
男子F（70歳以上男子） 駒沢　明 50:50.624
女子エキスパート 高瀬　英子 1:06:19.769
女子A（高校生以上29歳以下） 谷　伊央里 51:32.061
女子B（30歳以上39歳以下） 番場　しおり 59:20.035
女子C（40歳以上49歳以下） 園田　裕子 56:11.781
女子D（50歳以上） 市川　之 57:25.892
男子中学生以上 磯谷　圭司 32:05.669
女子中学生以上 石原　里江 49:54.362
（男子中学生） 天方　悠人 42:16.834
男子小学3年生以上 江夏　和裕 16:49.911
女子小学3年生以上 斎藤　幸恵 25:59.077
（男子小学生） 古谷田　耀 19:50.737
（女子小学生） 松田　ちひろ 33:49.371

岩佐　昭一 8:58.891
内尾　知生 49:36.084

（TT） 9:23.850
（HC） 40:12.234

谷　伊央里 1:02:48.829
（TT） 11:16.768
（HC） 51:32.061

COPPA　DI　HARUNA女子

榛名神社コース

COPPA　DI　HARUNA男子

ＴＴレース

初心者コース

第1回大会優勝者

榛名湖コース


