
1 1030 福島　秀彰 ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 39:21.883 00:00.000 20.42

2 1021 大島 浩明 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｱｷ 東京都 ｸﾞﾗﾝﾍﾟｰﾙ 39:33.723 +00:11.840 20.32

3 1031 長島 教之 ﾅｶﾞｼﾏ ﾉﾘﾕｷ 栃木県 天照×矢板地域おこ 40:02.543 +00:40.660 20.08

4 1032 松木　健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 40:10.723 +00:48.840 20.01

5 1017 狩野 敦 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 群馬県 ぐんたま連合/上毛ﾚｰｼ40:18.367 +00:56.484 19.95

OPN 1101 飯野　智行 ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ 栃木県 宇都宮ﾌﾞﾘｯﾂｪﾝ 40:49.512 00:00.000 19.69

6 1008 南川　航 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾜﾀﾙ 埼玉県 41:15.812 +01:53.929 19.48

7 1022 加藤 友泰 ｶﾄｳ ﾄﾓﾔｽ 神奈川県 天照POWEREDby寺ﾊ 41:17.133 +01:55.250 19.47

8 1019 鈴木　岳志 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 神奈川県 41:34.207 +02:12.324 19.34

9 1003 小川　剛慶 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 栃木県 41:48.098 +02:26.215 19.23

10 1001 丹野　沙音志 ﾀﾝﾉ ｻﾄｼ 栃木県 41:53.223 +02:31.340 19.19

11 1015 谷古宇　俊典 ﾔｺｳ ﾄｼﾉﾘ 埼玉県 41:55.531 +02:33.648 19.18

12 1034 佐川　祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉県 42:25.398 +03:03.515 18.95

13 1036 布留川　恒太朗 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 43:11.410 +03:49.527 18.62

14 1033 土肥　桂介 ﾄﾋ ｹｲｽｹ 埼玉県 43:17.934 +03:56.051 18.57

15 1010 会田　森 ｱｲﾀﾞ ｼﾝ 群馬県 43:30.223 +04:08.340 18.48

16 1012 普久原　奨 ﾌｸﾊﾗ ﾏｻﾙ 栃木県 44:46.027 +05:24.144 17.96

17 1011 原田　裕貴 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川県 46:27.375 +07:05.492 17.31

18 1024 我妻　暁 ｱﾂﾞﾏ ｱｷﾗ 東京都 46:46.105 +07:24.222 17.19

19 1025 本柳 隆志 ﾓﾄﾔﾅｷﾞ ﾀｶｼ 栃木県 ﾁｰﾑWADA 48:00.543 +08:38.660 16.75

20 1018 南島 康一 ﾐﾅﾐｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 東京都 竹芝ｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ 50:28.520 +11:06.637 15.93

21 1035 田中　大地 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 51:55.844 +12:33.961 15.48

22 1027 松本　瑞生 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 神奈川県 52:01.660 +12:39.777 15.45

23 1028 奈良　祥吾 ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ 群馬県 52:01.871 +12:39.988 15.45

24 1005 宮本　二郎 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞﾛｳ 栃木県 52:28.418 +13:06.535 15.32

25 1002 保坂　直人 ﾎｻｶ ﾅｵｵ 千葉県 52:36.520 +13:14.637 15.28

26 1004 生田目　修 ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ 栃木県 54:20.520 +14:58.637 14.80

27 1023 佐藤　忠彦 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾋｺ 東京都 59:37.504 +20:15.621 13.48

28 1029 伊藤　貴雄 ｲﾄｳ ﾀｶｵ 神奈川県 1:10:53.426 +31:31.543 11.34

29 1037 江連　俊和 ｴﾂﾞﾚ ﾄｼｶｽﾞ 栃木県 1:17:32.020 +38:10.137 10.37

30 1038 星野　成彦 ﾎｼﾉ ｼｹﾞﾋｺ 栃木県 1:27:59.094 +48:37.211 9.14

DNS 1006 櫻井　俊太朗 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 千葉県

DNS 1007 橋本　佳典 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 愛知県

DNS 1009 渡邉 優介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 栃木県 真岡郵便局

DNS 1013 安達 裕介 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ 千葉県

DNS 1014 依田 正 ﾖﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 栃木県

DNS 1016 桂 正吾 ｶﾂﾗ ｼｮｳｺﾞ 東京都 あらかわｽﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ

DNS 1020 佐藤　満 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 栃木県

Number of records: 38

やいた八方ヶ原ヒルクライムレース2018
男子ｱｽﾘｰﾄ
順位 ゼッケン 氏名 カナ 都道府県名 所属クラブ名 タイム トップ差 平均時速

【開催日】2018年8月19日（日）距離13.4km
【主　催】やいた八方ヶ原ヒルクライムレース実行委員会
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