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順位 BIB 氏名 フリガナ チーム名 記録 TOP差

1 6102 井原 徳幸 イハラ ノリユキ 大泉愛輪会 0時間48分46秒.391 ー

2 6193 田中 宏司 タナカ ヒロシ チームＲ＆Ｄ 0時間48分47秒.008 +00分00秒.617

3 6070 斉藤 利幸 サイトウ トシユキ GEZELLIG 0時間49分08秒.871 +00分22秒.480

4 6169 菊地 憲司 キクチ ケンジ チーム4けん 0時間50分11秒.117 +01分24秒.726

5 6093 星 啓太 ホシ ケイタ 0時間50分42秒.367 +01分55秒.976

6 6089 吉田 真大 ヨシダ マサヒロ PEDALSUP 0時間51分32秒.879 +02分46秒.488

7 6082 大山 直人 オオヤマ ナオト 大山はつらいよ 0時間53分10秒.325 +04分23秒.934

8 6128 中久喜 正敬 ナカクキ マサタカ 0時間53分25秒.703 +04分39秒.312

9 6151 伊藤 信彦 イトウ ノブヒコ KRC 0時間53分37秒.446 +04分51秒.055

10 6183 鍛治 忠和 カジ タダカズ ｔｔｒ 0時間54分05秒.422 +05分19秒.031

11 6072 佐藤 英夫 サトウ ヒデオ オンザロード 0時間54分06秒.461 +05分20秒.070

12 6032 立川 満 タチカワ ミツル ラバネロ 0時間54分36秒.953 +05分50秒.562

13 6035 工藤 竜也 クドウ タツヤ 0時間55分06秒.211 +06分19秒.820

14 6069 佐々木 太志 ササキ フトシ 内房レーシングクラブ 0時間55分14秒.309 +06分27秒.918

15 6120 大場 泰彦 オオバ ヤスヒコ SBC 0時間55分25秒.301 +06分38秒.910

16 6199 岡本 和也 オカモト カズヤ 0時間55分42秒.157 +06分55秒.766

17 6073 川上 幸司 カワカミ コウジ 0時間55分54秒.235 +07分07秒.844

18 6164 小林 修 コバヤシ オサム イロハ 0時間55分54秒.664 +07分08秒.273

19 6029 服部 隆志 ハットリ タカシ あおば 0時間56分01秒.477 +07分15秒.086

20 6182 菊池 達雄 キクチ タツオ TS TECH 自転車部 0時間56分08秒.735 +07分22秒.344

21 6106 二村 孝 フタムラ タカシ 831 0時間56分10秒.184 +07分23秒.793

22 6014 瓜生 克彦 ウリュウ カツヒコ 0時間56分52秒.930 +08分06秒.539

23 6115 小松崎 惣一 コマツザキ ソウイチ おおえだRT 0時間56分59秒.887 +08分13秒.496

24 6019 村山 昌巳 ムラヤマ マサミ Divertire 0時間57分37秒.200 +08分50秒.809

25 6015 海老沼 雄二 エビヌマ ユウジ 上毛レーシング 0時間57分52秒.328 +09分05秒.937

26 6156 西條 祐樹 サイジョウ ユウキ 0時間58分08秒.121 +09分21秒.730

27 6186 岡部 秀克 オカベ ヒデカツ ユーロスポーツインテグレーション 0時間58分18秒.840 +09分32秒.449

28 6040 高橋 恵一郎 タカハシ ケイイチロウ 0時間58分34秒.625 +09分48秒.234

29 6041 村岡 智司 ムラオカ サトシ ＷＥ　ＬＯＶＥ　Ｏ２ 0時間58分38秒.086 +09分51秒.695

30 6048 郡山 智 コオリヤマ サトシ B.C.宇都宮 0時間58分43秒.422 +09分57秒.031

31 6196 新井 隆志 アライ タカシ Ta-bo 0時間59分01秒.805 +10分15秒.414

32 6138 花嶋 泰弘 ハナシマ ヤスヒロ Ｆｌｅｃｈａ 0時間59分08秒.852 +10分22秒.461

33 6172 重田 清行 シゲタ キヨユキ 丸子橋ロードクラブ 0時間59分11秒.696 +10分25秒.305

34 6142 鷺谷 茂 サギヤ シゲル チームニルス 0時間59分33秒.055 +10分46秒.664

35 6002 佐藤 俊之 サトウ トシユキ TopSpeed 0時間59分37秒.641 +10分51秒.250

36 6127 山田 一弘 ヤマダ カズヒロ 辰巳会 0時間59分50秒.637 +11分04秒.246

37 6135 兼子 辰治 カネコ シンジ 0時間59分57秒.270 +11分10秒.879

38 6022 福元 幸太郎 フクモト コウタロウ 1時間00分33秒.887 +11分47秒.496

39 6141 春山 勝典 ハルヤマ カツノリ 南会津サスケネ 1時間00分36秒.879 +11分50秒.488

40 6117 鈴木 昭弘 スズキ アキヒロ 831 1時間00分50秒.071 +12分03秒.680

41 6160 三好 充 ミヨシ ミツル 岸和田ツーリングクラブ 1時間00分54秒.485 +12分08秒.094
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42 6197 伊東 真司 イトウ シンジ 1時間01分19秒.309 +12分32秒.918

43 6075 今野 政明 コンノ マサアキ Velo Club ARAI 1時間01分23秒.051 +12分36秒.660

44 6167 山本 敦 ヤマモト アツシ 1時間01分43秒.313 +12分56秒.922

45 6087 大内 康弘 オオウチ ヤスヒロ 1時間01分47秒.989 +13分01秒.598

46 6096 柏谷 拓伸 カシタニ ヒロノブ Firstbikes 1時間01分59秒.645 +13分13秒.254

47 6111 大和田 和男 オオワダ カズオ チーム　ニルス 1時間02分09秒.075 +13分22秒.684

48 6191 坂本 秀幸 サカモト ヒデユキ Team SST 1時間02分21秒.953 +13分35秒.562

49 6055 山本 誠 ヤマモト マコト ＺＥＬＫＯＶＡ　ＲＣ 1時間02分25秒.289 +13分38秒.898

50 6068 両部 桂一 リョウベ ケイイチ オッティモ 1時間02分28秒.379 +13分41秒.988

51 6168 新井 秀行 アライ ヒデユキ セントラルレーシングクラブ群馬 1時間02分47秒.782 +14分01秒.391

52 6185 田浪 優 タナミ マサル モンテラック 1時間02分50秒.274 +14分03秒.883

53 6088 小林 和宗 コバヤシ カズムネ 1時間03分15秒.403 +14分29秒.012

54 6157 小松 義尚 コマツ ヨシタカ オヤマスキー 1時間03分49秒.668 +15分03秒.277

55 6026 池田 和彦 イケダ カズヒコ SPACE ZEROPOINT 1時間04分14秒.770 +15分28秒.379

56 6053 鈴木 和哉 スズキ カズヤ RSR 1時間04分41秒.121 +15分54秒.730

57 6158 保坂 好明 ホサカ ヨシアキ 1時間04分42秒.637 +15分56秒.246

58 6003 立川 久夫 タチカワ ヒサオ 1時間04分48秒.145 +16分01秒.754

59 6146 森 昇 モリ ノボル チーム拝承 1時間05分03秒.442 +16分17秒.051

60 6012 福村 雅幸 フクムラ マサユキ 1時間05分29秒.696 +16分43秒.305

61 6175 中田 泰人 ナカタ ヤスト 1時間05分41秒.235 +16分54秒.844

62 6018 武川 昌司 タケカワ マサジ 1時間06分12秒.918 +17分26秒.527

63 6081 遠藤 孝 エンドウ タカシ オンザロード 1時間06分16秒.352 +17分29秒.961

64 6006 石嶋 隆昌 イシジマ タカマサ 1時間06分17秒.684 +17分31秒.293

65 6095 西村 克彦 ニシムラ カツヒコ YOU CAN 八王子 1時間06分24秒.125 +17分37秒.734

66 6024 古口 和則 コグチ カズノリ 1時間06分39秒.129 +17分52秒.738

67 6188 菊池 透 キクチ トオル なるしまフレンド 1時間06分49秒.192 +18分02秒.801

68 6066 松田 輝洋 マツダ テルヒロ SPIRITO 1時間07分04秒.344 +18分17秒.953

69 6076 須田 克身 スダ カツミ 1時間07分17秒.157 +18分30秒.766

70 6025 中村 文保 ナカムラ ノリヤス 1時間07分20秒.164 +18分33秒.773

71 6200 落合 健一 オチアイ ケンイチ 1時間07分31秒.723 +18分45秒.332

72 6179 中 勝 ナカ マサル 1時間07分43秒.606 +18分57秒.215

73 6144 瀧口 兼太郎 タキグチ ケンタロウ 杉戸走友会 1時間08分03秒.688 +19分17秒.297

74 6051 荻野 浩 オギノ ヒロシ Escalade 1時間08分06秒.813 +19分20秒.422

75 6125 田辺 隆 タナベ タカシ ＨＳＨＫ 1時間08分39秒.239 +19分52秒.848

76 6136 西川 賢二 ニシカワ ケンジ 1時間08分54秒.055 +20分07秒.664

77 6028 菊地 一夫 キクチ カズオ 郡山サイクルフレンズ 1時間08分54秒.844 +20分08秒.453

78 6064 坂本 清光 サカモト キヨミツ 1時間08分57秒.696 +20分11秒.305

79 6133 高橋 寿洋 タカハシ トシヒロ 1時間09分24秒.860 +20分38秒.469

80 6043 吉田 隆司 ヨシダ タカシ サイクルガレージ KCS 1時間09分38秒.000 +20分51秒.609

81 6110 豊田 哲士 トヨダ サトシ 1時間09分47秒.875 +21分01秒.484

82 6143 山田 征道 ヤマダ ユキミチ クラブ アシビーバ 1時間09分53秒.817 +21分07秒.426
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83 6008 野原 宏治 ノハラ コウジ チームスカイベリー 1時間09分56秒.801 +21分10秒.410

84 6171 町村 文彦 マチムラ フミヒコ チームたなぼ 1時間10分11秒.489 +21分25秒.098

85 6155 笠間 伸一 カサマ シンイチ 1時間10分12秒.168 +21分25秒.777

86 6132 高橋 吉三 タカハシ ヨシミ 1時間10分20秒.485 +21分34秒.094

87 6178 門奈 昭宏 モンナ アキヒロ おおえだRT 1時間10分30秒.254 +21分43秒.863

88 6148 佐藤 茂 サトウ シゲル 1時間10分35秒.657 +21分49秒.266

89 6153 萩原 努 ハギハラ ツトム 1時間10分37秒.075 +21分50秒.684

90 6061 高柳 幸雄 タカヤナギ ユキオ チーム ALL矢板(仮) 1時間11分02秒.645 +22分16秒.254

91 6046 辺見 恒男 ヘンミ ツネオ 1時間11分08秒.071 +22分21秒.680

92 6103 水柿 昌彦 ミズカキ マサヒコ 1時間11分12秒.078 +22分25秒.687

93 6149 天堂 栄二 テンドウ エイジ 1時間11分24秒.723 +22分38秒.332

94 6094 綱川 峡司 ツナカワ キョウジ 1時間11分44秒.758 +22分58秒.367

95 6100 佐藤 俊雄 サトウ トシオ 1時間12分12秒.492 +23分26秒.101

96 6145 佐藤 由己 サトウ ユウキ チーム拝承 1時間12分29秒.719 +23分43秒.328

97 6139 森 英夫 モリ ヒデオ 1時間12分35秒.754 +23分49秒.363

98 6047 田所 稔 タドコロ ミノル 1時間13分17秒.082 +24分30秒.691

99 6031 河端 幸司 カワバタ コウジ 1時間13分23秒.657 +24分37秒.266

100 6049 本間 芳幸 ホンマ ヨシユキ 1時間13分43秒.379 +24分56秒.988

101 6063 本棒 邦彦 ホンボウ クニヒコ 農林烏山自転車競技部 1時間13分45秒.231 +24分58秒.840

102 6060 高野 文雄 タカノ フミオ 1時間14分02秒.051 +25分15秒.660

103 6039 制野 勝 セイノ マサル 塙山くらぶ 1時間14分06秒.317 +25分19秒.926

104 6044 佐々木 雄司 ササキ ユウジ 1時間14分09秒.004 +25分22秒.613

105 6140 荒川 貴行 アラカワ タカユキ 1時間14分21秒.289 +25分34秒.898

106 6176 林崎 伸師 ハヤシザキ シンジ ベルエキップ 1時間14分38秒.793 +25分52秒.402

107 6045 伊藤 晋次 イトウ シンジ 1時間15分02秒.293 +26分15秒.902

108 6192 館崎 淳 タテザキ アツシ 1時間15分09秒.684 +26分23秒.293

109 6109 青木 一晃 アオキ カズアキ 1時間15分41秒.028 +26分54秒.637

110 6013 高梨 秀一 タカナシ シュウイチ 三浦工務店 1時間15分49秒.594 +27分03秒.203

111 6090 日里 寿行 ニッサト トシユキ NAMAZU TOCHIGI 1時間15分55秒.192 +27分08秒.801

112 6105 坪内 豊 ツボウチ ユタカ 1時間15分59秒.938 +27分13秒.547

113 6058 鈴木 孝一 スズキ コウイチ lost CAT 1時間16分06秒.289 +27分19秒.898

114 6098 飯塚 英彦 イイヅカ ヒデヒコ 1時間16分08秒.078 +27分21秒.687

115 6021 岩田 文典 イワタ フミノリ 1時間16分24秒.664 +27分38秒.273

116 6052 上田 浩史 ウエダ ヒロフミ 1時間16分26秒.832 +27分40秒.441

117 6159 小林 浩二 コバヤシ コウジ 1時間17分09秒.946 +28分23秒.555

118 6084 石川 博 イシカワ ヒロシ アンタレス足利 1時間17分12秒.485 +28分26秒.094

119 6057 笹川 泰 ササカワ ヒロシ lost CAT 1時間17分44秒.024 +28分57秒.633

120 6118 四十八願 勉 ヨイナラ ツトム 1時間18分53秒.285 +30分06秒.894

121 6009 大森 武志 オオモリ タケシ ＡｄｉＬ 1時間19分01秒.196 +30分14秒.805

122 6190 田中 俊吾 タナカ シュンゴ CLUB TA-BO 1時間19分08秒.739 +30分22秒.348

123 6033 近藤 大 コンドウ マサル 1時間19分37秒.770 +30分51秒.379
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124 6097 内田 功 ウシダ イサオ 1時間19分48秒.016 +31分01秒.625

125 6079 高橋 遵 タカハシ ジュン 1時間20分20秒.582 +31分34秒.191

126 6131 二渡 基成 フタワタリ モトナリ チームＡＬＬ矢板（選手兼監督） 1時間20分21秒.770 +31分35秒.379

127 6101 吉羽 健二 ヨシバ ケンジ 1時間21分08秒.914 +32分22秒.523

128 6074 飯塚 範夫 イイヅカ ノリオ Ｆmoser 1時間21分58秒.125 +33分11秒.734

129 6092 澁谷 輝一 シブヤ キイチ 1時間22分14秒.867 +33分28秒.476

130 6184 梅原 世史 ウメハラ セイシ 1時間22分18秒.262 +33分31秒.871

131 6042 高田 昇 タカダ ノボル 高田油店 1時間22分32秒.285 +33分45秒.894

132 6162 木村 良久 キムラ ヨシヒサ 1時間23分16秒.524 +34分30秒.133

133 6017 齋藤 裕幸 サイトウ ヒロユキ てくのろくらぶ自転車部 1時間23分25秒.625 +34分39秒.234

134 6119 横山 哲也 ヨコヤマ テツヤ 1時間23分44秒.422 +34分58秒.031

135 6062 江口 直人 エグチ ナオト キヤノン 1時間24分19秒.782 +35分33秒.391

136 6054 鈴木 茂雄 スズキ シゲオ 1時間24分55秒.809 +36分09秒.418

137 6166 佐藤 仁一 サトウ ジンイチ 1時間25分05秒.407 +36分19秒.016

138 6114 伊藤 賢一 イトウ ケンイチ WEST 1時間25分48秒.469 +37分02秒.078

139 6147 渋田 勉 シブタ ツトム 1時間26分05秒.231 +37分18秒.840

140 6163 勅使河原 浩 テシガワラ ヒロシ 1時間28分32秒.731 +39分46秒.340

141 6122 熊谷 龍生 クマガイ タツオ 1時間29分04秒.606 +40分18秒.215

142 6154 神部 尚志 カンベ ヒサシ 1時間29分09秒.610 +40分23秒.219

143 6027 天ケ谷 亨 アマガヤ トオル スペースゼロポイント 1時間29分12秒.403 +40分26秒.012

144 6034 香川 新 カガワ シン Team All 矢板（仮） 1時間29分46秒.211 +40分59秒.820

145 6104 鈴木 啓之 スズキ ヒロユキ 1時間30分01秒.278 +41分14秒.887

146 6173 高田 雅一 タカダ マサカズ オンザロード 1時間30分12秒.903 +41分26秒.512

147 6004 宮 勝彦 ミヤ カツヒコ 1時間30分35秒.711 +41分49秒.320

148 6037 寺田 晴雄 テラダ ハルオ 1時間30分46秒.957 +42分00秒.566

149 6113 浅香 守弘 アサカ モリヒロ WEST 1時間32分13秒.137 +43分26秒.746

150 6067 梅津 三郎 ウメツ サブロウ 1時間33分24秒.278 +44分37秒.887

151 6011 鈴木 道雄 スズキ ミチオ 1時間33分28秒.200 +44分41秒.809

152 6112 西野 博文 ニシノ ヒロブミ WEST 1時間34分36秒.481 +45分50秒.090

153 6124 伴 勉 バン ツトム 宇都宮村上塾 1時間36分26秒.410 +47分40秒.019

154 6010 小沢 政男 オザワ マサオ 1時間36分26秒.700 +47分40秒.309

155 6116 宍戸 信二 シシド シンジ 1時間36分47秒.985 +48分01秒.594

156 6181 福田 穣 フクダ ミノル 1時間36分59秒.891 +48分13秒.500

157 6177 佐貫田 尚亮 サヌキダ タカアキ 青葉区歯科医師会 1時間38分38秒.379 +49分51秒.988

158 6174 丸田 卓 マルタ タカシ 越後銀輪ＢＣ 1時間39分34秒.739 +50分48秒.348

159 6187 廣田 三智夫 ヒロタ ミチオ 1時間42分17秒.996 +53分31秒.605

160 6080 阿部 富男 アベ トミオ 1時間46分56秒.469 +58分10秒.078

161 6195 宮寺 英明 ミヤデラ ヒデアキ 1時間47分31秒.075 +58分44秒.684

162 6130 小松 由明 コマツ ヨシアアキ 1時間49分27秒.535 +1時間00分41秒.144

163 6170 三浦 耕司 ミウラ コウジ ヴィクトリア 1時間49分41秒.793 +1時間00分55秒.402

164 6129 鈴木 和宏 スズキ カズヒロ 1時間50分01秒.789 +1時間01分15秒.398

【開催日】2019年8月18日（日）
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2019.8.19訂正版

順位 BIB 氏名 フリガナ チーム名 記録 TOP差

やいた八方ヶ原ヒルクライムレース2019

【男子D】リザルト

165 6007 須藤 利夫 スドウ トシオ 大秦野学園自転車部 1時間51分39秒.926 +1時間02分53秒.535

【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 5 / 5


