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順位 BIB 氏名 フリガナ チーム名 記録 TOP差

1 2041 大澤 康生 オオサワ ヤスオ 群馬自転車部アレグロ 0時間42分26秒.895 ー

2 2075 品川 雅之 シナガワ マサユキ Team ZWC 0時間43分08秒.575 +00分41秒.680

3 2016 田中 健志 タナカ ケンシ ＭＣＣ 0時間44分38秒.602 +02分11秒.707

4 2082 宮城 嗣秀 ミヤギ ツグヒデ 天照CST 0時間44分40秒.297 +02分13秒.402

5 2014 山崎 宏樹 ヤマサキ ヒロキ 0時間45分36秒.844 +03分09秒.949

6 2081 齋藤 航 サイトウ ワタル 0時間45分53秒.688 +03分26秒.793

7 2086 松木 匡宏 マツキ タダヒロ MIVRO 0時間46分11秒.125 +03分44秒.230

8 2078 大島 義昭 オオシマ ヨシアキ 0時間46分11秒.250 +03分44秒.355

9 2027 渡辺 幸太 ワタナベ コウタ 0時間47分43秒.813 +05分16秒.918

10 2068 渡辺 裕樹 ワタナベ ヒロキ めしくレーシング 0時間47分44秒.203 +05分17秒.308

11 2056 大淵 翔太 オオブチ ショウタ 0時間48分10秒.875 +05分43秒.980

12 2025 前田 淳紀 マエダ アツノリ 0時間48分36秒.625 +06分09秒.730

13 2083 田野井 健 タノイ マサル チームスカイベリー 0時間49分10秒.742 +06分43秒.847

14 2005 富岡 雄一郎 トミオカ ユウイチロウ 大秦野学園自転車部 0時間49分13秒.934 +06分47秒.039

15 2024 坂本 進也 サカモト シンヤ チーム・フォルツァ！ 0時間49分56秒.360 +07分29秒.465

16 2077 倉持 剛 クラモチ ゴウ 0時間50分02秒.563 +07分35秒.668

17 2028 植田 浩司 ウエダ コウジ Revelo 0時間50分04秒.649 +07分37秒.754

18 2070 室井 悠志 ムロイ ユウシ Team Mu61 0時間50分06秒.879 +07分39秒.984

19 2001 古川 修 フルカワ オサム チームALL矢板 0時間50分08秒.762 +07分41秒.867

20 2017 橋本 元気 ハシモト ゲンキ 0時間50分35秒.461 +08分08秒.566

21 2063 相馬 康孝 ソウマ ヤスタカ 0時間50分44秒.489 +08分17秒.594

22 2043 手塚 純樹 テヅカ ジュンキ 0時間50分57秒.250 +08分30秒.355

23 2032 大柿 覚 オオガキ サトル 0時間51分09秒.293 +08分42秒.398

24 2009 平岩 大輔 ヒライワ ダイスケ 0時間51分16秒.043 +08分49秒.148

25 2036 樫山 尚弘 カシヤマ タカヒロ 東京大学整形外科 0時間51分21秒.180 +08分54秒.285

26 2029 角田 圭 カクタ ケイ 0時間51分23秒.075 +08分56秒.180

27 3021 泉 和貴 イズミ カズタカ 0時間51分47秒.735 +09分20秒.840

28 2057 永山 義人 ナガヤマ ヨシヒト 0時間51分57秒.985 +09分31秒.090

29 3022 山野井 祐介 ヤマノイ ユウスケ 0時間52分03秒.809 +09分36秒.914

30 2019 吉直 卓也 ヨシナオ タクヤ 0時間52分10秒.313 +09分43秒.418

31 2037 若林 貴広 ワカバヤシ タカヒロ 0時間52分10秒.996 +09分44秒.101

32 2073 黒澤 章 クロサワ アキラ 0時間52分11秒.153 +09分44秒.258

33 2048 永澤 直人 ナガサワ ナオト TS TECH 自転車部 0時間52分38秒.450 +10分11秒.555

34 2084 神谷 嵩史 カミヤ タカシ Team SST 0時間52分59秒.301 +10分32秒.406

35 2038 堀井 洸 ホリイ コウ ＳＫＹＢＥＥＲＹ 0時間53分00秒.149 +10分33秒.254

36 3072 成島 郁弥 ナルシマ フミヤ 0時間53分16秒.426 +10分49秒.531

37 2018 佐藤 友重 サトウ トモシゲ 0時間53分27秒.012 +11分00秒.117

38 3027 本多 重行 ホンダ シゲユキ 0時間53分27秒.555 +11分00秒.660

39 2022 御処野 将 ゴショノ マサシ 0時間53分28秒.059 +11分01秒.164

40 2040 児玉 赳生 コダマ タケオ SPACE ZEROPOINT 0時間53分34秒.508 +11分07秒.613

41 2045 福田 幸徳 フクダ ユキノリ 0時間53分37秒.766 +11分10秒.871

やいた八方ヶ原ヒルクライムレース2019

【男子B】リザルト

【開催日】2019年8月18日（日）

【主　催】やいた八方ヶ原ヒルクライムレース実行委員会 1 / 4



42 2069 肥田 恭知 ヒダ ヤストモ 0時間53分43秒.485 +11分16秒.590

43 3084 島田 亮 シマダ リョウ 0時間53分45秒.938 +11分19秒.043

44 2035 高橋 佑輔 タカハシ ユウスケ ４Ｄ 0時間54分17秒.867 +11分50秒.972

45 2034 大越 典明 オオコシ ノリアキ 0時間54分45秒.528 +12分18秒.633

46 2080 Sharman Dominic シャーマン ドミニク 0時間54分56秒.360 +12分29秒.465

47 2046 水落 拓也 ミズオチ タクヤ 0時間54分56秒.910 +12分30秒.015

48 2013 栗田 拓美 クリタ タクミ 0時間55分01秒.965 +12分35秒.070

49 3073 土屋 雄一郎 ツチヤ ユウイチロウ 0時間55分25秒.758 +12分58秒.863

50 2053 武田 智史 タケダ トモフミ SRS 0時間55分29秒.676 +13分02秒.781

51 3089 西尾 広甫 ニシオ ヒロスケ 0時間55分34秒.164 +13分07秒.269

52 2008 森 貴史 モリ タカシ 宇都宮ハンマーヘッド 0時間55分44秒.121 +13分17秒.226

53 2006 宗像 祐喜 ムナカタ ユウキ 0時間55分48秒.606 +13分21秒.711

54 2004 圓山 泰佑 マルヤマ タイスケ VIVA★ZAPPEI 0時間55分50秒.492 +13分23秒.597

55 2065 小口 大将 コグチ ダイスケ 0時間56分26秒.336 +13分59秒.441

56 3061 田谷 亮介 タヤ リョウスケ 文ちゃん 0時間56分57秒.910 +14分31秒.015

57 2088 芹田 大輔 セリタ ダイスケ UKAUKA Cycling 0時間57分01秒.934 +14分35秒.039

58 2085 柳澤 周作 ヤギサワ シュウサク 0時間57分03秒.407 +14分36秒.512

59 2087 湯本 剛史 ユモト ツヨシ Divertire～ディベルティーレ～ 0時間57分07秒.621 +14分40秒.726

60 3026 大磯 信弥 オオイソ シンヤ ソニック（株） 0時間57分07秒.719 +14分40秒.824

61 3024 出倉 健志 イズクラ タケシ （株）精研 0時間57分10秒.700 +14分43秒.805

62 2026 葛生 寛征 クズウ ヒロユキ 0時間57分44秒.934 +15分18秒.039

63 3052 大部 道徳 オオブ ミチノリ 0時間58分34秒.594 +16分07秒.699

64 2044 中村 雄作 ナカムラ ユウサク チーム ニルス 0時間58分35秒.004 +16分08秒.109

65 2015 鈴木 宏明 スズキ ヒロアキ ＴｅａｍＳｋｙＢｅｒｒｙ 0時間58分38秒.938 +16分12秒.043

66 3008 若井 高志 ワカイ タカシ 530711 0時間58分48秒.610 +16分21秒.715

67 2064 菊池 真也 キクチ シンヤ 0時間59分19秒.942 +16分53秒.047

68 2055 中里 昌義 ナカザト マサヨシ 0時間59分24秒.153 +16分57秒.258

69 2076 相馬 恵介 ソウマ ケイスケ 0時間59分36秒.504 +17分09秒.609

70 2033 中谷 賢治 ナカタニ ケンジ 0時間59分41秒.270 +17分14秒.375

71 2059 渡邊 彰久 ワタナベ アキヒサ 0時間59分50秒.727 +17分23秒.832

72 2067 仲俣 達也 ナカマタ タツヤ TEAM Ksy 0時間59分51秒.969 +17分25秒.074

73 3080 大谷 俊次 オオタニ シュンジ 0時間59分58秒.137 +17分31秒.242

74 3031 神保 文晴 ジンボ フミハル 1時間00分03秒.012 +17分36秒.117

75 2072 稲村 啓明 イナムラ ヒロアキ 1時間00分11秒.512 +17分44秒.617

76 3083 川井 健史 カワイ タケシ Spokes cycle garage 1時間00分34秒.223 +18分07秒.328

77 3075 會澤 伶王 アイザワ レオ 1時間00分57秒.215 +18分30秒.320

78 3049 久保田 広樹 クボタ ヒロキ 1時間01分04秒.973 +18分38秒.078

79 3028 金子 紀丈 カネコ ノリタケ 1時間01分08秒.219 +18分41秒.324

80 3079 柴田 敦史 シバタ アツシ 超カルレーシング 1時間01分20秒.867 +18分53秒.972

81 2062 清村 一樹 シムラ カズキ 1時間01分29秒.258 +19分02秒.363

82 3019 石原 雄貴 イシハラ ユウキ 1時間01分59秒.200 +19分32秒.305

83 2003 濱本 真輔 ハマモト シンスケ Ｔｅａｍ野Ｚａｃｋｅｙ 1時間02分09秒.809 +19分42秒.914

84 2002 西川 正隼 ニシカワ マサトシ チームALL矢板(仮) 1時間02分13秒.575 +19分46秒.680

85 2030 桜井 康博 サクライ ヤスヒロ リベクラＫＣ 1時間02分14秒.692 +19分47秒.797

86 2031 熊谷 祐二 クマガイ ユウジ 1時間02分22秒.407 +19分55秒.512
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87 3037 西野 克宣 ニシノ ヨシノブ WEST 1時間02分35秒.453 +20分08秒.558

88 3030 鈴木 裕樹 スズキ ユウキ 1時間02分35秒.539 +20分08秒.644

89 3054 五十嵐 大輔 イガラシ ダイスケ 南会津サスケネ 1時間03分20秒.688 +20分53秒.793

90 2079 澤口 能一 サワグチ ヨシカズ 1時間03分33秒.453 +21分06秒.558

91 3046 佐藤 満 サトウ ミツル 1時間03分49秒.032 +21分22秒.137

92 2011 加藤 晴彦 カトウ ハルヒコ じて杜 1時間04分03秒.895 +21分37秒.000

93 3059 田中 伸 タナカ シン 1時間04分28秒.735 +22分01秒.840

94 3023 吉田 道保 ヨシダ ミチヤス 1時間04分33秒.164 +22分06秒.269

95 2050 小渕 直也 オブチ ナオヤ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 1時間04分35秒.918 +22分09秒.023

96 3007 鈴木 亮平 スズキ リョウヘイ 1時間04分46秒.020 +22分19秒.125

97 3025 中村 秀成 ナカムラ ヒデナリ 1時間04分46秒.762 +22分19秒.867

98 2074 岩崎 達欧 イワサキ タツオ 1時間04分48秒.539 +22分21秒.644

99 3048 岡本 力 オカモト ツトム 1時間05分20秒.067 +22分53秒.172

100 3009 川中子 太 カワナゴ フトシ 1時間05分34秒.828 +23分07秒.933

101 3043 西山 博信 ニシヤマ ヒロノブ Ｌｏｇｉ　Ｌｏｇｉ 1時間05分57秒.985 +23分31秒.090

102 3004 尾上 貴志 オノエ タカシ 宇都宮ハンマーヘッド 1時間05分59秒.168 +23分32秒.273

103 3032 平山 広行 ヒラヤマ ヒロユキ 1時間06分09秒.469 +23分42秒.574

104 2010 岡 了平 オカ リョウヘイ 平日温泉ライダース 1時間06分15秒.539 +23分48秒.644

105 3033 菅谷 槙介 スガヤ シンスケ 1時間06分21秒.375 +23分54秒.480

106 3011 河鍋 哲也 カワナベ テツヤ ＣＩＶＥＴＴＡ 1時間06分32秒.555 +24分05秒.660

107 3066 Jayo Manalo ジェイ マナロ Cycling Tsukuba 1時間06分43秒.750 +24分16秒.855

108 3050 保泉 純一 ホズミ ジュンイチ 1時間06分57秒.805 +24分30秒.910

109 2012 笹沼 徹 ササヌマ トオル 1時間07分08秒.614 +24分41秒.719

110 3047 佐藤 太材 サトウ タイキ 1時間07分18秒.235 +24分51秒.340

111 2071 稲村 康明 イナムラ ヤスアキ 1時間08分25秒.516 +25分58秒.621

112 3060 仲内 恭平 ナカウチ キョウヘイ ケニーズ 1時間08分59秒.063 +26分32秒.168

113 3065 佐藤 恒一 サトウ コウイチ 1時間09分08秒.110 +26分41秒.215

114 3016 阿部 雄一郎 アベ ユウイチロウ 1時間09分15秒.145 +26分48秒.250

115 3088 高田 健志 タカダ ケンジ 1時間09分32秒.930 +27分06秒.035

116 3062 伊藤 道 イトウ ミチ 一飛会 1時間09分57秒.653 +27分30秒.758

117 3056 河合 陽 カワイ アキラ le soleil d' equipe 1時間10分04秒.543 +27分37秒.648

118 3006 成田 衛 ナリタ マモル 1時間10分21秒.024 +27分54秒.129

119 3086 深井 伸幸 フカイ ノブユキ 1時間10分30秒.317 +28分03秒.422

120 3038 竹森 誠 タケモリ マコト 1時間11分31秒.160 +29分04秒.265

121 3014 ブレイ マシュー ブレイ マシュー 1時間11分38秒.258 +29分11秒.363

122 3001 小川 侑一 オガワ ユウイチ 1時間11分43秒.680 +29分16秒.785

123 3005 瀧澤 信人 タキザワ ノブト ディベルティーレ 1時間12分38秒.688 +30分11秒.793

124 3040 和田 仁明 ワダ ヒロアキ TS TECH 自転車部 1時間13分06秒.473 +30分39秒.578

125 3036 細見 貴幸 ホソミ タカユキ 1時間13分22秒.489 +30分55秒.594

126 3071 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ 1時間14分45秒.360 +32分18秒.465

127 3070 井上 康昌 イノウエ ヤスマサ チーム　アプリコット 1時間14分49秒.426 +32分22秒.531

128 3039 小松 明 コマツ アキラ 1時間14分55秒.641 +32分28秒.746

129 3044 前田 隆世 マエダ リュウセイ 1時間14分59秒.785 +32分32秒.890

130 3034 江尻 涼平 エジリ リョウヘイ 1時間15分03秒.762 +32分36秒.867

131 3074 杉本 龍一 スギモト リュウイチ 1時間15分10秒.555 +32分43秒.660
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132 3069 岩佐 英範 イワサ ヒデノリ 1時間15分49秒.992 +33分23秒.097

133 3063 晒名 陽介 サラシナ ヨウスケ 1時間16分22秒.578 +33分55秒.683

134 3051 服部 慎也 ハットリ シンヤ 1時間16分27秒.282 +34分00秒.387

135 3081 青木 大地 アオキ ダイチ 1時間17分21秒.282 +34分54秒.387

136 2060 徳田 洋一 トクダ ヨウイチ 1時間17分42秒.645 +35分15秒.750

137 3015 鈴木 啓之 スズキ ヒロユキ 1時間17分48秒.914 +35分22秒.019

138 3035 吉野  将太 ヨシノ ショウタ 1時間18分07秒.914 +35分41秒.019

139 3029 西川 大地 ニシカワ ダイチ 1時間18分25秒.621 +35分58秒.726

140 3064 唐澤 直義 カラサワ タダヨシ 1時間19分26秒.207 +36分59秒.312

141 3012 橋本 喬 ハシモト タカシ 1時間21分41秒.192 +39分14秒.297

142 3045 青柳 尚希 アオヤギ ナオキ 1時間21分51秒.422 +39分24秒.527

143 3042 中村 優 ナカムラ ユウ 1時間23分18秒.668 +40分51秒.773

144 3041 長島 功治 ナガシマ コウジ ＳＪＮ 1時間24分10秒.434 +41分43秒.539

145 3082 芳平 正輝 ヨシタイ マサキ 1時間24分53秒.500 +42分26秒.605

146 3002 岩崎 賢太 イワサキ ケンタ 1時間25分28秒.446 +43分01秒.551

147 3057 中山 聡 ナカヤマ アキラ 1時間30分38秒.844 +48分11秒.949

148 3020 星野 成彦 ホシノ シゲヒコ 1時間35分03秒.610 +52分36秒.715

149 2042 神賀 俊朗 カミガ トシロウ ミトケイ 1時間38分08秒.856 +55分41秒.961

150 3018 竹内 翔 タケウチ ショウ 宇都宮ハンマーヘッド 1時間38分51秒.946 +56分25秒.051

151 3053 谷田 憲保 タニダ ノリヤス 1時間40分36秒.477 +58分09秒.582

152 3077 度会 俊孝 ワタライ トシタカ TAKEWA 1時間43分00秒.934 +1時間00分34秒.039

153 3085 我妻 孝興 アヅマ タカオキ 1時間46分01秒.032 +1時間03分34秒.137

154 3017 鱒渕 陽一 マスブチ ヨウイチ 1時間47分55秒.914 +1時間05分29秒.019

155 3076 金田 直弥 カネダ ナオヤ 1時間49分30秒.371 +1時間07分03秒.476

156 3068 榊山 邦夫 サカキヤマ クニオ 1時間49分48秒.657 +1時間07分21秒.762

157 3058 木龍 誠 キリュウ マコト 1時間53分50秒.774 +1時間11分23秒.879
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