
ツール・ド・美ヶ原2022　リザルト

カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子1 1023 加藤　大貴 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 男性 神奈川県 COW GUMMA 13:09.527  18.24
激坂賞 一般男子2 1009 清宮　洋幸 ｾｲﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 男性 愛知県 竹芝サイクルレーシング 14:08.862 00:59 16.96
激坂賞 一般男子2 1012 山岳大隊長 男性 東京都 グランペール山岳大隊 14:08.862 00:59 16.96
激坂賞 一般男子4 1031 梅川　陸 ｳﾒｶﾜ ﾘｸ 男性 大阪府 大泉愛輪会 14:09.216 00:59 16.96
激坂賞 一般男子5 1026 長谷川　武敏 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾄｼ 男性 長野県 アクアタマ 14:22.802 01:13 16.69
激坂賞 一般男子6 1021 中村　俊介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 男性 愛知県 Route365 14:32.047 01:22 16.51
激坂賞 一般男子7 1025 郷司　飛馬 ｺﾞｳｼﾞ ﾋｳﾏ 男性 神奈川県 まいぺーす 14:32.242 01:22 16.51
激坂賞 一般男子8 1030 城所　皐輔 ｷﾄﾞｺﾛ ｺｳｽｹ 男性 愛知県 Route365 14:32.524 01:22 16.50
激坂賞 一般男子9 2309 土田　高弘 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男性 長野県 14:43.979 01:34 16.29
激坂賞 一般男子10 1036 齋藤　慶之 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ 男性 神奈川県 14:45.363 01:35 16.26
激坂賞 一般男子11 2351 まさと 男性 愛知県 Daifuku 14:47.040 01:37 16.23
激坂賞 一般男子12 6052 太田　重光 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾐﾂ 男性 愛知県 尾張トライアスロンクラブ 14:50.765 01:41 16.17
激坂賞 一般男子13 2313 樋口　太 ﾋｸﾞﾁ ﾌﾄｼ 男性 長野県 14:51.165 01:41 16.16
激坂賞 一般男子14 6330 永岩　哲美 ﾅｶﾞｲﾜ ﾃﾂﾐ 男性 愛知県 花道 14:54.002 01:44 16.11
激坂賞 一般男子15 2315 きゅーと 男性 静岡県 spirit遊 14:54.835 01:45 16.09
激坂賞 一般男子16 2369 井出　雄太 ｲﾃﾞ ﾕｳﾀ 男性 長野県 やまなし銀輪会 14:56.354 01:46 16.07
激坂賞 一般男子17 6122 松下　成章 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾙｱｷ 男性 東京都 MIVRO 14:59.497 01:49 16.01
激坂賞 一般男子18 2341 土井　賢太 ﾄﾞｲ ｹﾝﾀ 男性 愛知県 BC.TIMER’S 15:01.347 01:51 15.98
激坂賞 一般男子19 6356 戸谷　亮司 ﾄﾔ ﾘｮｳｼﾞ 男性 長野県 15:04.772 01:55 15.92
激坂賞 一般男子20 6006 吉見　恒平 ﾖｼﾐ ｺｳﾍｲ 男性 大阪府 15:06.265 01:56 15.89
激坂賞 一般男子21 1008 宿谷　英男 ｼｭｸﾔ ﾋﾃﾞｵ 男性 東京都 竹芝サイクルレーシングチーム 15:09.717 02:00 15.83
激坂賞 一般男子22 1024 犬井　健太 ｲﾇｲ ｹﾝﾀ 男性 滋賀県 white jack 15:09.879 02:00 15.83
激坂賞 一般男子23 1018 野口　岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ 男性 長野県 VCMS GRIDE 15:10.143 02:00 15.82
激坂賞 一般男子24 6119 内孫　芽御布 男性 大阪府 MMA 15:14.021 02:04 15.75
激坂賞 一般男子25 5095 中瀬　雄介 ﾅｶｾ ﾕｳｽｹ 男性 神奈川県 EMU／bicycle fellow 15:17.183 02:07 15.70
激坂賞 一般男子26 2325 永井　健太郎 ﾅｶﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 男性 神奈川県 15:18.208 02:08 15.68
激坂賞 一般男子27 6017 高橋　淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 男性 神奈川県 team ZERO 15:18.759 02:09 15.67
激坂賞 一般男子28 6105 take 男性 静岡県 SDL 15:23.902 02:14 15.59
激坂賞 一般男子29 6037 山木　新太 ﾔﾏｷ ｱﾗﾀ 男性 千葉県 SHEG 15:24.775 02:15 15.57
激坂賞 一般男子30 2332 井上　凌 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 男性 東京都 Team Zero Gravity Tama 15:26.966 02:17 15.53
激坂賞 一般男子31 1019 高島　裕海 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛｳﾐ 男性 大阪府 めくらぶどう 15:27.318 02:17 15.53
激坂賞 一般男子32 2333 瀬戸　庸暉 ｾﾄ ﾔｽｱｷ 男性 福島県 日本大学工学部サイクリング部/郡山サイクルフレンズ 15:28.110 02:18 15.52
激坂賞 一般男子33 5114 杉原　亮太 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 男性 群馬県 MIVRO 15:32.656 02:23 15.44
激坂賞 一般男子34 6034 横田　慧一 ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ 男性 大阪府 15:35.387 02:25 15.39
激坂賞 一般男子35 6078 森　拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ 男性 神奈川県 15:37.137 02:27 15.37
激坂賞 一般男子36 2305 渡邊　嵩博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 男性 宮城県 15:39.143 02:29 15.33
激坂賞 一般男子37 4178 徳島　睦夫 ﾄｸｼﾏ ﾑﾂｵ 男性 広島県 15:42.656 02:33 15.28
激坂賞 一般男子38 6328 香川　博 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 男性 東京都 route365 15:46.969 02:37 15.21
激坂賞 一般男子39 6046 浦野　達也 ｳﾗﾉ ﾀﾂﾔ 男性 長野県 15:47.784 02:38 15.19
激坂賞 一般男子40 6336 松村　岳彦 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｹﾋｺ 男性 神奈川県 15:50.666 02:41 15.15
激坂賞 一般男子41 1028 長澤　優樹 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｷ 男性 長野県 15:54.336 02:44 15.09
激坂賞 一般男子42 1011 大村　弦輝 ｵｵﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 男性 神奈川県 15:54.702 02:45 15.08
激坂賞 一般男子43 4207 柳沢　利信 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾉﾌﾞ 男性 群馬県 β-endorphin 16:00.353 02:50 14.99
激坂賞 一般男子44 6366 志田　佳成 ｼﾀﾞ ﾖｼﾅﾘ 男性 新潟県 シン ヒルクライマー 16:02.698 02:53 14.96
激坂賞 一般男子45 6076 井口　裕介 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 男性 岐阜県 SANWA TALKER'S 16:05.203 02:55 14.92
激坂賞 一般男子46 1033 石田　眞大 ｲｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ 男性 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 16:06.442 02:56 14.90
激坂賞 一般男子47 2329 小林　大佑 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 男性 埼玉県 EMU SPEED CLUB 16:07.766 02:58 14.88
激坂賞 一般男子48 6042 遠藤　正律 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 男性 大阪府 ZWC 16:09.491 02:59 14.85
激坂賞 一般男子49 6004 露口　智彦 ﾂﾕｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｺ 男性 香川県 16:10.264 03:00 14.84
激坂賞 一般男子50 6049 横川　貴之 ﾖｺｶﾜ ﾀｶﾕｷ 男性 埼玉県 EMU SPEED CLUB 16:12.090 03:02 14.81
激坂賞 一般男子51 6054 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 男性 東京都 16:20.299 03:10 14.69
激坂賞 一般男子52 6050 長田　善仁 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾋﾄ 男性 長野県 16:21.950 03:12 14.66
激坂賞 一般男子53 5083 清道　章 ｷﾖﾐﾁ ｱｷﾗ 男性 長野県 レガルスィ・イナーメ 16:22.005 03:12 14.66
激坂賞 一般男子54 2334 御藤澪 男性 静岡県 いえにかえりたい 16:22.846 03:13 14.65
激坂賞 一般男子55 5151 櫻井　規善 ｻｸﾗｲ ｷﾖｼ 男性 神奈川県 16:24.392 03:14 14.63
激坂賞 一般男子56 5110 森本　誠児 ﾓﾘﾓﾄ ｾｲｼﾞ 男性 山梨県 ＳＷ２３０ 16:24.705 03:15 14.62
激坂賞 一般男子57 6361 高木　吉崇 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾀｶ 男性 埼玉県 TAMA coppi 16:27.564 03:18 14.58
激坂賞 一般男子58 2335 広田　涼 ﾋﾛﾀ ﾘｮｳ 男性 長野県 16:28.408 03:18 14.57
激坂賞 一般男子59 1004 宮本　賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 男性 栃木県 Mont et Lac 16:31.227 03:21 14.53
激坂賞 一般男子60 2310 マツカワ 男性 愛知県 route365 16:31.520 03:21 14.52
激坂賞 一般男子61 4121 宮﨑　博久 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾋｻ 男性 大阪府 高齢者の会 16:32.127 03:22 14.51
激坂賞 一般男子62 2307 前垣内　健太 ﾏｴｶﾞｷｳﾁ ｹﾝﾀ 男性 大阪府 16:33.284 03:23 14.50
激坂賞 一般男子63 5082 大数加　光治 ｵｵｽｶ ｺｳｼﾞ 男性 東京都 東京大学整形外科 16:35.569 03:26 14.46
激坂賞 一般男子64 5118 清水　伸幸 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 男性 長野県 16:36.469 03:26 14.45
激坂賞 一般男子65 2223 蒔苗　拓真 ﾏｷﾅｴ ﾀｸﾏ 男性 岐阜県 岐阜大学自転車部 16:38.152 03:28 14.43
激坂賞 一般男子66 4192 岡本　邦裕 ｵｶﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 男性 大阪府 16:39.780 03:30 14.40
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カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子67 2318 まろやか 男性 埼玉県 まろやかサイクル倶楽部 16:40.017 03:30 14.40
激坂賞 一般男子68 6114 永田　洋介 ﾅｶﾞﾀ ﾖｳｽｹ 男性 埼玉県 climber's High!/SHEG 16:50.837 03:41 14.25
激坂賞 一般男子69 6040 山田　祐輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 男性 愛知県 16:54.349 03:44 14.20
激坂賞 一般男子70 5160 中谷　文貴 ﾅｶﾔ ﾌﾐﾀｶ 男性 長野県 16:55.076 03:45 14.19
激坂賞 一般男子71 6035 日下　貴臣 ｸｻｶ ﾀｶｵﾐ 男性 岡山県 16:58.715 03:49 14.14
激坂賞 一般男子72 5068 田村　元厚 ﾀﾑﾗ ﾕｷｱﾂ 男性 東京都 16:59.586 03:50 14.12
激坂賞 一般男子73 6020 森田　徳之 ﾓﾘﾀ ﾉﾘﾕｷ 男性 東京都 ケーエスレーシング 17:00.085 03:50 14.12
激坂賞 一般男子74 5091 村上　雅史 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾌﾐ 男性 群馬県 17:00.765 03:51 14.11
激坂賞 一般男子75 4205 伊藤　譲 ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾙ 男性 千葉県 17:03.386 03:53 14.07
激坂賞 一般男子76 4351 内田　茂一 ｳﾁﾀﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ 男性 神奈川県 GRUPPTTO 17:04.000 03:54 14.06
激坂賞 一般男子77 5062 大平　明洋 ｵｵﾋﾗ ｱｷﾋﾛ 男性 福島県 サタアリ 17:04.117 03:54 14.06
激坂賞 一般男子78 2367 亀井　正眸 ｶﾒｲ ﾏｻﾑ 男性 東京都 U2 BIKES 17:04.692 03:55 14.05
激坂賞 一般男子79 1038 畑中　亮治 ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ 男性 神奈川県 17:05.574 03:56 14.04
激坂賞 一般男子80 3071 布施　浩三 ﾌｾ ｺｳｿﾞｳ 男性 新潟県 FRT 17:05.692 03:56 14.04
激坂賞 一般男子81 3277 西澤　秀男 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ 男性 長野県 スワコレーシング 17:06.193 03:56 14.03
激坂賞 一般男子82 4154 三澤　敏之 ﾐｻﾜ ﾄｼﾕｷ 男性 群馬県 EMU/NICO-OZ 17:07.946 03:58 14.01
激坂賞 一般男子83 2215 久我　勇太 ｸｶﾞ ﾕｳﾀ 男性 群馬県 17:08.000 03:58 14.01
激坂賞 一般男子84 4209 井上　友文 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾌﾐ 男性 東京都 synerzy 17:09.465 03:59 13.99
激坂賞 一般男子85 2342 多田　一樹 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男性 東京都 U2 BIKES 17:12.004 04:02 13.95
激坂賞 一般男子86 6085 越田　真二 ｺｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 男性 長野県 INFINITY 17:12.139 04:02 13.95
激坂賞 一般男子87 5046 原　和久 ﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 男性 長野県 17:13.781 04:04 13.93
激坂賞 一般男子88 4255 竹内　誠 ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 男性 埼玉県 高齢者の会 17:14.093 04:04 13.93
激坂賞 一般男子89 5123 清水　英樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ 男性 長野県 Bikeranch SA 17:19.511 04:09 13.85
激坂賞 一般男子90 3059 岡田　隆司 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 男性 富山県 GeoｰChubu 17:19.522 04:09 13.85
激坂賞 一般男子91 6063 三橋　允耶 ﾐﾂﾊｼ ﾏｻﾔ 男性 神奈川県 松輪塾 17:21.877 04:12 13.82
激坂賞 一般男子92 1020 野田　慧太 ﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 男性 茨城県 CYCLE WITCHES 17:25.067 04:15 13.78
激坂賞 一般男子93 5040 秋山　貴之 ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 男性 千葉県 北方十字路団 17:25.112 04:15 13.78
激坂賞 一般男子94 2408 倉谷　希輝 ｸﾗﾀﾆ ｷﾗ 男性 愛知県 グランディーオ 17:25.248 04:15 13.78
激坂賞 一般男子95 6097 西澤　直紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 男性 長野県 FAST LANE Racing 17:25.792 04:16 13.77
激坂賞 一般男子96 6005 岩澤　庸介 ｲﾜｻﾜ ﾖｳｽｹ 男性 東京都 17:26.558 04:17 13.76
激坂賞 一般男子97 1022 隅　智亮 ｽﾐ ﾄﾓｱｷ 男性 大阪府 OUCC-OB 17:28.316 04:18 13.74
激坂賞 一般男子98 1035 中込　辰吾 ﾅｶｺﾞﾒ ｼﾝｺﾞ 男性 長野県 team SY-Nak 17:28.556 04:19 13.73
激坂賞 一般男子99 6014 倉林　和暢 ｸﾗﾊﾔｼ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 男性 愛知県 17:28.599 04:19 13.73
激坂賞 一般男子100 6345 坂本　進也 ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾔ 男性 栃木県 チーム・フォルツァ！ 17:29.790 04:20 13.72
激坂賞 一般男子101 5038 古林　宏仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 男性 静岡県 SDL 17:30.518 04:20 13.71
激坂賞 一般男子102 2216 木村　伊吹 ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 男性 愛知県 FUーJIN RACING 17:31.677 04:22 13.69
激坂賞 一般男子103 2404 佐藤　悠陽 ｻﾄｳ ﾕｳﾋ 男性 長野県 team soleil悠 17:32.578 04:23 13.68
激坂賞 一般男子104 3016 小柳津　龍男 ｵﾔｲﾂﾞ ﾀﾂｵ 男性 愛知県 天狗党 17:34.091 04:24 13.66
激坂賞 一般男子105 5003 湯本　隆幸 ﾕﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 男性 長野県 17:35.951 04:26 13.64
激坂賞 一般男子106 6403 桜井　晋吾 ｻｸﾗｲ ｼﾝｺﾞ 男性 神奈川県 小田原藩CC 17:37.528 04:28 13.62
激坂賞 一般男子107 6043 山口　裕史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 男性 京都府 17:37.562 04:28 13.62
激坂賞 一般男子108 5146 油浅　弘幸 ﾕｱｻ ﾋﾛﾕｷ 男性 大阪府 17:39.010 04:29 13.60
激坂賞 一般男子109 6334 冨山　敦男 ﾄﾐﾔﾏ ｱﾂｵ 男性 愛知県 NICO-OZ 17:39.198 04:29 13.60
激坂賞 一般男子110 2355 佐藤　健斗 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 男性 静岡県 17:39.353 04:29 13.59
激坂賞 一般男子111 1017 矢野　国康 ﾔﾉ ｸﾆﾔｽ 男性 東京都 17:39.522 04:29 13.59
激坂賞 一般男子112 4348 光平　規之 ﾐﾂﾋﾗ ﾉﾘﾕｷ 男性 神奈川県 17:43.756 04:34 13.54
激坂賞 一般男子113 5050 片岡　陽平 ｶﾀｵｶ ﾖｳﾍｲ 男性 京都府 京都市消防局 17:44.077 04:34 13.53
激坂賞 一般男子114 5060 黒田　直樹 ｸﾛﾀﾞ ﾅｵｷ 男性 長野県 17:44.115 04:34 13.53
激坂賞 一般男子115 2317 井上　剛志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 男性 兵庫県 17:45.776 04:36 13.51
激坂賞 一般男子116 3086 芹川　研一 ｾﾘｶﾜ ｹﾝｲﾁ 男性 北海道 17:46.274 04:36 13.50
激坂賞 一般男子117 6024 西山　新吾 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 男性 滋賀県 FUKADAまじりんぐ 17:46.672 04:37 13.50
激坂賞 一般男子118 5064 田中　龍文 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾌﾞﾝ 男性 長野県 Bike Ranch 17:46.889 04:37 13.50
激坂賞 一般男子119 5087 永恵　太朗 ﾅｶﾞｴ ﾀﾛｳ 男性 大阪府 17:47.344 04:37 13.49
激坂賞 一般男子120 2330 中田　雄大 ﾅｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 男性 長野県 今年から信大工学部の大学院生になったよ☆ 17:47.513 04:37 13.49
激坂賞 一般男子121 2201 滝沢　佳大 ﾀｷｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 男性 長野県 17:47.695 04:38 13.49
激坂賞 一般男子122 6103 中村　友一郎 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男性 石川県 17:47.861 04:38 13.48
激坂賞 一般男子123 4118 伊達　丈二 ﾀﾞﾃ ｼﾞｮｳｼﾞ 男性 新潟県 チームフィンズ 17:48.037 04:38 13.48
激坂賞 一般男子124 2229 井上　智巴 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾊ 男性 長野県 17:48.492 04:38 13.48
激坂賞 一般男子125 2303 井上　恵介 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 男性 愛知県 クエスト日進 17:49.347 04:39 13.47
激坂賞 一般男子126 5159 清野　彰久 ｷﾖﾉ ｱｷﾋｻ 男性 埼玉県 HCS 17:49.906 04:40 13.46
激坂賞 一般男子127 5108 本波　俊人 ﾎﾝﾅﾐ ﾄｼﾋﾄ 男性 富山県 17:49.918 04:40 13.46
激坂賞 一般男子128 4153 矢萩　智晴 ﾔﾊｷﾞ ﾄﾓﾊﾙ 男性 東京都 なるしまフレンド 17:50.753 04:41 13.45
激坂賞 一般男子129 4104 杉森　一輝 ｽｷﾞﾓﾘ ｶｽﾞｷ 男性 滋賀県 17:51.566 04:42 13.44
激坂賞 一般男子130 6055 はゆい 男性 愛知県 EMU 17:52.656 04:43 13.42
激坂賞 一般男子131 6095 諸田　康徳 ﾓﾛﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 男性 群馬県 17:53.569 04:44 13.41
激坂賞 一般男子132 5105 中村　元 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄ 男性 滋賀県 FUKADAまじりんぐ 17:54.576 04:45 13.40



ツール・ド・美ヶ原2022　リザルト

カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子133 6019 山崎　拓也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ 男性 長野県 豊中農園 17:56.180 04:46 13.38
激坂賞 一般男子134 5094 矢野　太郎 ﾔﾉ ﾀﾛｳ 男性 東京都 17:58.142 04:48 13.36
激坂賞 一般男子135 5039 鮎澤　邦幸 ｱﾕｻﾞﾜ ｸﾆﾕｷ 男性 埼玉県 17:58.570 04:49 13.35
激坂賞 一般男子136 6021 坪田　俊祐 ﾂﾎﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 男性 大阪府 TEAM AXIS 17:58.842 04:49 13.35
激坂賞 一般男子137 1010 田平　岳史 ﾀﾋﾗ ﾀｹｼ 男性 東京都 ワンダーサイクリングＯＢ会 17:59.277 04:49 13.34
激坂賞 一般男子138 6309 河合　邦育 ｶﾜｲ ｸﾆﾔｽ 男性 岐阜県 18:00.119 04:50 13.33
激坂賞 一般男子139 4340 橘　秀幸 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾃﾞﾕｷ 男性 東京都 18:02.866 04:53 13.30
激坂賞 一般男子140 5088 石塚　智一 ｲｼﾂﾞｶ ﾄﾓｶｽﾞ 男性 千葉県 18:04.270 04:54 13.28
激坂賞 一般男子141 2371 LI　RUIZI ﾘ ｽﾞｲｼ 男性 長野県 18:05.135 04:55 13.27
激坂賞 一般男子142 4308 土居田　明 ﾄﾞｲﾀﾞ ｱｷﾗ 男性 広島県 18:05.459 04:55 13.27
激坂賞 一般男子143 4160 廣瀬　伸次 ﾋﾛｾ ｼﾝｼﾞ 男性 滋賀県 18:05.666 04:56 13.26
激坂賞 一般男子144 5134 奥野　成樹 ｵｸﾉ ｼｹﾞｷ 男性 大阪府 18:06.022 04:56 13.26
激坂賞 一般男子145 6081 張　碩 ﾁｮｳ ｾｷ 男性 東京都 CCC 18:08.302 04:58 13.23
激坂賞 一般男子146 4108 山崎　孝俊 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾄｼ 男性 長野県 ユニテックRC 18:08.518 04:58 13.23
激坂賞 一般男子147 6329 齋藤　記一 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ 男性 神奈川県 18:08.956 04:59 13.22
激坂賞 一般男子148 3036 河西　強 ｶｻｲ ﾂﾖｼ 男性 山梨県 18:15.012 05:05 13.15
激坂賞 一般男子149 5017 田中 男性 神奈川県 18:15.091 05:05 13.15
激坂賞 一般男子150 4113 袴田　健 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 男性 埼玉県 3UP 18:15.541 05:06 13.14
激坂賞 一般男子151 2339 斎藤　三樹彦 ｻｲﾄｳ ﾐｷﾋｺ 男性 岐阜県 Wild Boar 18:16.086 05:06 13.14
激坂賞 一般男子152 3030 大塚　章彦 ｵｵﾂｶ ｱｷﾋｺ 男性 京都府 トーヨーサイクルチーム 18:16.862 05:07 13.13
激坂賞 一般男子153 5067 服部　豊土 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾖﾄ 男性 愛知県 18:17.988 05:08 13.11
激坂賞 一般男子154 4156 勝又　武志 ｶﾂﾏﾀ ﾀｹｼ 男性 神奈川県 湘南レーシングチーム松輪塾 18:19.993 05:10 13.09
激坂賞 一般男子155 1005 濁沼　貴志 ﾆｺﾞﾘﾇﾏ ﾀｶｼ 男性 神奈川県 アルディエンテス 18:20.019 05:10 13.09
激坂賞 一般男子156 1034 羽多野　幸宏 ﾊﾀﾉ ﾕｷﾋﾛ 男性 長野県 岡谷工業高校 18:20.280 05:10 13.09
激坂賞 一般男子157 6032 久保田　洋輔 ｸﾎﾞﾀ ﾖｳｽｹ 男性 東京都 大五郎 Express 18:23.359 05:13 13.05
激坂賞 一般男子158 2338 安原　大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 男性 新潟県 R365 18:23.763 05:14 13.05
激坂賞 一般男子159 1002 荒井　克広 ｱﾗｲ ｶﾂﾋﾛ 男性 静岡県 vivace掛川 18:28.406 05:18 12.99
激坂賞 一般男子160 4180 小岸　直樹 ｺｷﾞｼ ﾅｵｷ 男性 東京都 三鷹市役所自転車部 18:28.763 05:19 12.99
激坂賞 一般男子161 6325 後藤　晃治 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ 男性 東京都 18:28.903 05:19 12.99
激坂賞 一般男子162 1001 村山　利男 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｼｵ 男性 新潟県 東京電力 18:28.953 05:19 12.99
激坂賞 一般男子163 2514 伊藤　明 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 男性 東京都 なるしまフレンド 18:29.598 05:20 12.98
激坂賞 一般男子164 6067 秋山　奨 ｱｷﾔﾏ ﾀｽｸ 男性 神奈川県 18:29.832 05:20 12.97
激坂賞 一般男子165 6112 植田　尚也 ｳｴﾀ ﾅｵﾔ 男性 大阪府 チームらっちょ 18:30.505 05:20 12.97
激坂賞 一般男子166 5023 宮司　基以 ﾐﾔｼﾞ ﾓﾄｲ 男性 静岡県 18:31.377 05:21 12.96
激坂賞 一般男子167 6351 宮澤　工 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 男性 東京都 18:39.098 05:29 12.87
激坂賞 一般男子168 6123 磯部　竹時 ｲｿﾍﾞ ﾀｹﾄｷ 男性 東京都 18:39.264 05:29 12.87
激坂賞 一般男子169 4327 大山　直人 ｵｵﾔﾏ ﾅｵﾄ 男性 埼玉県 なおとんＮＡＯ 18:39.846 05:30 12.86
激坂賞 一般男子170 6382 向山　伸二 ﾑｶｲﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 男性 長野県 18:44.788 05:35 12.80
激坂賞 一般男子171 4105 松沢　昌志 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｻｼ 男性 長野県 はしれ!イクリン 18:46.073 05:36 12.79
激坂賞 一般男子172 6011 飯田　杏 ｲｲﾀﾞ ｷｮｳ 男性 岐阜県 18:47.757 05:38 12.77
激坂賞 一般男子173 2374 恩田　幸長 ｵﾝﾀﾞ ﾕｷﾅｶﾞ 男性 群馬県 高崎経済大学 18:49.213 05:39 12.75
激坂賞 一般男子174 2222 向山　晴 ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾙ 男性 長野県 18:49.567 05:40 12.75
激坂賞 一般男子175 6002 ポールポールポール 男性 長野県 ポールポールポール 18:49.623 05:40 12.75
激坂賞 一般男子176 6337 佐藤　盛一 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ 男性 宮城県 ADVANCE仙台 18:50.839 05:41 12.73
激坂賞 一般男子177 2202 平田　開人 ﾋﾗﾀ ｶｲﾄ 男性 長野県 18:51.044 05:41 12.73
激坂賞 一般男子178 2217 小林　優希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 男性 長野県 18:51.373 05:41 12.73
激坂賞 一般男子179 3055 篁　雄巳 ﾀｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 男性 京都府 スペリアーモ・イワイ＆多武峰朝練 18:52.331 05:42 12.72
激坂賞 一般男子180 4158 鶴田　健志 ﾂﾙﾀ ﾀｹｼ 男性 東京都 TARC 18:52.769 05:43 12.71
激坂賞 一般男子181 4151 瀧口　吉郎 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｼﾛｳ 男性 東京都 スマートコーチング 18:53.072 05:43 12.71
激坂賞 一般男子182 6013 鈴木　瑛二 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 男性 埼玉県 EMU SPEED CLUB/BF 18:53.147 05:43 12.71
激坂賞 一般男子183 4171 池田　昇 ｲｹﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 男性 神奈川県 18:54.084 05:44 12.70
激坂賞 一般男子184 2210 川田　澄人 ｶﾜﾀ ｽﾐﾄ 男性 長野県 信州大学 18:54.277 05:44 12.70
激坂賞 一般男子185 2337 持木　将也 ﾓﾁｷ ﾏｻﾔ 男性 東京都 弍嚴 18:54.969 05:45 12.69
激坂賞 一般男子186 6056 DDD 男性 長野県 18:55.501 05:45 12.68
激坂賞 一般男子187 2376 工藤　郁 ｸﾄﾞｳ ｶｵﾙ 男性 埼玉県 東工大 18:56.724 05:47 12.67
激坂賞 一般男子188 6397 野窪　大輔 ﾉｸﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男性 長野県 18:56.914 05:47 12.67
激坂賞 一般男子189 4140 松田　広則 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 男性 神奈川県 Grupetto 18:57.067 05:47 12.66
激坂賞 一般男子190 4128 古畑　博志 ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾛｼ 男性 長野県 スワコレーシングチーム 18:57.765 05:48 12.66
激坂賞 一般男子191 2340 橋本　順祥 ﾊｼﾓﾄ ﾖﾘﾖｼ 男性 東京都 18:58.715 05:49 12.65
激坂賞 一般男子192 6346 宮坂　毅 ﾐﾔｻｶ ﾂﾖｼ 男性 長野県 TEAM568 18:59.147 05:49 12.64
激坂賞 一般男子193 5164 吉田　昌央 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｵ 男性 新潟県 18:59.588 05:50 12.64
激坂賞 一般男子194 4350 白石　宣洋 ｼﾛｲｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 男性 群馬県 19:01.537 05:52 12.61
激坂賞 一般男子195 6364 三村　宗範 ﾐﾑﾗ ﾑﾈﾉﾘ 男性 長野県 19:01.706 05:52 12.61
激坂賞 一般男子196 5063 嘉数　昇太郎 ｶｶｽﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 男性 三重県 ターミネーターRT 19:01.768 05:52 12.61
激坂賞 一般男子197 2357 東谷　真吾 ｱｽﾞﾏﾔ ｼﾝｺﾞ 男性 東京都 TFD 19:02.257 05:52 12.61
激坂賞 一般男子198 4145 田中　聖史 ﾀﾅｶ ｾｲｼ 男性 愛知県 ミツカンヘトヘトクラブ 19:02.641 05:53 12.60
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カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子199 6399 山根　正寛 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾋﾛ 男性 福井県 自転車貴族 19:03.431 05:53 12.59
激坂賞 一般男子200 3012 松原　弘典 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ 男性 奈良県 Euro-works 19:04.562 05:55 12.58
激坂賞 一般男子201 2347 ぶっち 男性 東京都 チーム多摩川 19:05.059 05:55 12.58
激坂賞 一般男子202 6025 別府　総平 ﾍﾞｯﾌﾟ ｿｳﾍｲ 男性 長野県 19:05.302 05:55 12.57
激坂賞 一般男子203 4314 細田　博之 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 男性 神奈川県 アトリエフルーブ 19:05.860 05:56 12.57
激坂賞 一般男子204 6368 毛呂　康夫 ﾓﾛ ﾔｽｵ 男性 京都府 19:05.981 05:56 12.57
激坂賞 一般男子205 2345 鈴木　隆行 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 男性 千葉県 19:06.294 05:56 12.56
激坂賞 一般男子206 5078 宗野　勝朗 ｿｳﾉ ｶﾂｱｷ 男性 神奈川県 ZAPPEI 19:07.009 05:57 12.55
激坂賞 一般男子207 6069 青木　拓也 ｱｵｷ ﾀｸﾔ 男性 京都府 La tartaruga 19:07.086 05:57 12.55
激坂賞 一般男子208 6048 あぷりけいた 男性 長野県 19:08.207 05:58 12.54
激坂賞 一般男子209 6077 岡村　和弥 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 男性 長野県 ウィンディー筑波 19:09.069 05:59 12.53
激坂賞 一般男子210 6378 世良田　敏義 ｾﾗﾀ ﾄｼﾉﾘ 男性 神奈川県 ユルレロ 19:10.132 06:00 12.52
激坂賞 一般男子211 5022 藤原　一仁 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾄ 男性 静岡県 TEAM ZERO 19:10.610 06:01 12.52
激坂賞 一般男子212 6354 後藤　勇樹 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 男性 静岡県 19:11.356 06:01 12.51
激坂賞 一般男子213 2220 山下　翔慈 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳｼﾞ 男性 長野県 19:12.631 06:03 12.49
激坂賞 一般男子214 2316 筒井　健介 ﾂﾂｲ ｹﾝｽｹ 男性 長野県 19:12.726 06:03 12.49
激坂賞 一般男子215 6384 表　俊也 ｵﾓﾃ ﾄｼﾔ 男性 静岡県 ゲリラ豪雨 19:12.903 06:03 12.49
激坂賞 一般男子216 4220 石原　晃 ｲｼﾊﾗ ｱｷﾗ 男性 愛知県 チーム御器所 19:13.854 06:04 12.48
激坂賞 一般男子217 6088 山口　浩司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 男性 長野県 松本エキノコックス 19:13.983 06:04 12.48
激坂賞 一般男子218 6089 笠原　宏紀 ｶｻﾊﾗ ﾋﾛｷ 男性 長野県 TEAM カイザー 19:14.380 06:04 12.47
激坂賞 一般男子219 5127 坂本　善昌 ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾏｻ 男性 長野県 INFINITY 19:14.808 06:05 12.47
激坂賞 一般男子220 3076 BH Rider！ 男性 福島県 三菱電機(株)　郡山工場 19:16.082 06:06 12.46
激坂賞 一般男子221 6348 永澤　隆 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶｼ 男性 長野県 SRK 19:17.865 06:08 12.44
激坂賞 一般男子222 6093 吉川　翔悟 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 男性 長野県 19:18.084 06:08 12.43
激坂賞 一般男子223 6047 伊藤　雅人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 男性 長野県 19:18.660 06:09 12.43
激坂賞 一般男子224 5109 守屋　寿人 ﾓﾘﾔ ﾋｻﾄ 男性 三重県 モーリートレード株式会社 19:19.202 06:09 12.42
激坂賞 一般男子225 3201 ぶんぶん 男性 大阪府 19:19.904 06:10 12.41
激坂賞 一般男子226 5126 砂子　和久 ｽﾅｺ ｶｽﾞﾋｻ 男性 長野県 長野銀行 19:20.102 06:10 12.41
激坂賞 一般男子227 5103 小田原　毅 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾂﾖｼ 男性 長野県 19:20.271 06:10 12.41
激坂賞 一般男子228 4318 圓尾　大次郎 ﾏﾙｵ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 男性 兵庫県 グランデパール播磨 19:20.503 06:10 12.41
激坂賞 一般男子229 6031 三澤　進 ﾐｻﾜ ｽｽﾑ 男性 長野県 19:22.741 06:13 12.38
激坂賞 一般男子230 4282 上原　宏之 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 男性 東京都 SNEL 19:22.762 06:13 12.38
激坂賞 一般男子231 6009 米田　知広 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 男性 神奈川県 19:23.240 06:13 12.38
激坂賞 一般男子232 5085 小山　力也 ｺﾔﾏ ﾘｷﾔ 男性 長野県 武田青果店　Cycle Section 19:23.769 06:14 12.37
激坂賞 一般男子233 3052 野瀬　良樹 ﾉｾ ﾖｼｷ 男性 大阪府 &more; 19:25.790 06:16 12.35
激坂賞 一般男子234 6058 伊井　雅俊 ｲｲ ﾏｻﾄｼ 男性 静岡県 19:28.106 06:18 12.33
激坂賞 一般男子235 3216 下池　和幸 ｼﾓｲｹ ｶｽﾞﾕｷ 男性 静岡県 初代チームおきなわOB 19:28.698 06:19 12.32
激坂賞 一般男子236 2354 大野　圭一 ｵｵﾉ ｹｲｲﾁ 男性 愛知県 19:29.511 06:19 12.31
激坂賞 一般男子237 4161 ファイターズ 男性 新潟県 F(t)麒麟山Ｒａｃｉｎｇ 19:30.344 06:20 12.30
激坂賞 一般男子238 2508 高山　信行 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 男性 神奈川県 トライアスロンチームSUB3 19:31.343 06:21 12.29
激坂賞 一般男子239 6117 星野　弘樹 ﾎｼﾉ ﾋﾛｷ 男性 愛知県 19:33.790 06:24 12.27
激坂賞 一般男子240 2324 岸　康一 ｷｼ ｺｳｲﾁ 男性 静岡県 19:33.996 06:24 12.27
激坂賞 一般男子241 5020 長谷部　徹 ﾊｾﾍﾞ ﾄｵﾙ 男性 東京都 ＴＴＲ 19:34.197 06:24 12.26
激坂賞 一般男子242 5099 粕谷　昌良 ｶｽﾔ ﾏｻﾖｼ 男性 東京都 19:34.776 06:25 12.26
激坂賞 一般男子243 6082 田中　洋平 ﾀﾅｶ ﾖｳﾍｲ 男性 神奈川県 19:34.842 06:25 12.26
激坂賞 一般男子244 2205 小口　拓海 ｵｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 男性 長野県 19:35.020 06:25 12.26
激坂賞 一般男子245 4343 寺本　知史 ﾃﾗﾓﾄ ｻﾄｼ 男性 千葉県 19:36.991 06:27 12.23
激坂賞 一般男子246 6371 本間　達弘 ﾎﾝﾏ ﾀﾂﾋﾛ 男性 長野県 19:37.151 06:27 12.23
激坂賞 一般男子247 5107 前田　博紀 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 男性 愛知県 GTBC 19:37.512 06:27 12.23
激坂賞 一般男子248 3294 土井　陽一 ﾄﾞｲ ﾖｳｲﾁ 男性 東京都 チームオーベスト 19:39.696 06:30 12.21
激坂賞 一般男子249 2304 水村　圭佑 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹｲｽｹ 男性 埼玉県 19:39.886 06:30 12.20
激坂賞 一般男子250 2401 笠川　塡太 ｶｻｶﾜ ﾃﾝﾀ 男性 長野県 19:41.218 06:31 12.19
激坂賞 一般男子251 6111 橋田　智行 ﾊｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 男性 東京都 U2BIKES 19:41.562 06:32 12.19
激坂賞 一般男子252 4311 はってぃ 男性 京都府 違駄天 19:41.590 06:32 12.19
激坂賞 一般男子253 2364 高橋　諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 男性 神奈川県 NAZEROSO 19:41.746 06:32 12.19
激坂賞 一般男子254 4114 佐々木　太志 ｻｻｷ ﾌﾄｼ 男性 千葉県 内房レーシングクラブ 19:42.241 06:32 12.18
激坂賞 一般男子255 6375 佐伯　享昭 ｻｴｷ ﾀｶｱｷ 男性 静岡県 FCC Alba 19:42.809 06:33 12.17
激坂賞 一般男子256 6091 松家　啓司 ﾏﾂﾔ ｹｲｼﾞ 男性 愛知県 team FreePort 19:43.304 06:33 12.17
激坂賞 一般男子257 3284 飯山　俊康 ｲｲﾔﾏ ﾄｼﾔｽ 男性 東京都 LEOPARD善福寺 19:45.536 06:36 12.15
激坂賞 一般男子258 3291 杉浦　正 ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾀﾞｼ 男性 愛知県 19:47.483 06:37 12.13
激坂賞 一般男子259 5009 佐野　敦史 ｻﾉ ｱﾂｼ 男性 三重県 TEAM NISHIKAWA 19:47.700 06:38 12.12
激坂賞 一般男子260 5111 中村　和久 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 男性 長野県 チームK 19:48.650 06:39 12.11
激坂賞 一般男子261 6061 八島　康太郎 ﾔｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男性 長野県 19:48.949 06:39 12.11
激坂賞 一般男子262 5034 小松　知也 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾔ 男性 静岡県 19:49.440 06:39 12.11
激坂賞 一般男子263 5031 宮地　寿孝 ﾐﾔﾁ ｶｽﾞﾀｶ 男性 千葉県 19:49.880 06:40 12.10
激坂賞 一般男子264 2520 有泉　末廣 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｽｴﾋﾛ 男性 山梨県 櫛形陸上部 19:51.087 06:41 12.09



ツール・ド・美ヶ原2022　リザルト

カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子265 3009 五反田　光芳 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ 男性 岐阜県 超カルレーシング 19:51.851 06:42 12.08
激坂賞 一般男子266 6100 富井　晋司 ﾄﾐｲ ｼﾝｼﾞ 男性 埼玉県 輪持久業 19:53.892 06:44 12.06
激坂賞 一般男子267 3217 久馬　逸志 ｷｭｳﾏ ｲﾂｼ 男性 京都府 今日も押しまs 19:54.275 06:44 12.06
激坂賞 一般男子268 5048 乃美　宏行 ﾉﾐ ﾋﾛﾕｷ 男性 神奈川県 19:54.620 06:45 12.05
激坂賞 一般男子269 6038 関　信吾 ｾｷ ｼﾝｺﾞ 男性 東京都 19:54.663 06:45 12.05
激坂賞 一般男子270 4211 竹内　ヤスシ ﾀｹｳﾁ ﾔｽｼ 男性 大阪府 TIME VXRS 2004 19:54.878 06:45 12.05
激坂賞 一般男子271 4148 深谷　浩平 ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ 男性 長野県 19:54.975 06:45 12.05
激坂賞 一般男子272 6393 長谷部　一朗 ﾊｾﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 男性 奈良県 大石塾残党 19:54.998 06:45 12.05
激坂賞 一般男子273 6385 黒岩　孝広 ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾋﾛ 男性 長野県 チームまことちゃん 19:55.248 06:45 12.05
激坂賞 一般男子274 4198 間片　秀夫 ﾏｶﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 男性 富山県 かまぼこ 19:56.324 06:46 12.04
激坂賞 一般男子275 6338 東条　利洋 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾄｼﾋﾛ 男性 山梨県 19:57.566 06:48 12.02
激坂賞 一般男子276 5014 阿部　文彦 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋｺ 男性 東京都 19:57.992 06:48 12.02
激坂賞 一般男子277 6380 林　宏充 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐﾂ 男性 愛知県 39 RACING 19:59.535 06:50 12.00
激坂賞 一般男子278 5119 寺村　英雄 ﾃﾗﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 男性 長野県 ピータンレーシング 20:00.566 06:51 11.99
激坂賞 一般男子279 6303 田中　政一 ﾀﾅｶ ﾏｻｶｽﾞ 男性 兵庫県 Life Ride 20:01.732 06:52 11.98
激坂賞 一般男子280 5026 やたら1人 男性 東京都 20:02.425 06:52 11.98
激坂賞 一般男子281 5133 本間　秀嗣 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 男性 埼玉県 20:02.669 06:53 11.97
激坂賞 一般男子282 2350 宮原　治希 ﾐﾔﾊﾗ ﾊﾙｷ 男性 神奈川県 20:04.052 06:54 11.96
激坂賞 一般男子283 6360 金子　知広 ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ 男性 茨城県 20:04.503 06:54 11.96
激坂賞 一般男子284 5057 戸苅　慎太郎 ﾄｶﾞﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 男性 愛知県 20:07.096 06:57 11.93
激坂賞 一般男子285 4170 宮原　啓輔 ﾐﾔﾊﾗ ｹｲｽｹ 男性 栃木県 Honda栃木 20:07.999 06:58 11.92
激坂賞 一般男子286 5025 金子　康信 ｶﾈｺ ﾔｽﾉﾌﾞ 男性 埼玉県 20:08.983 06:59 11.91
激坂賞 一般男子287 2306 杉本　翔太 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男性 石川県 20:09.240 06:59 11.91
激坂賞 一般男子288 4111 須田　克身 ｽﾀﾞ ｶﾂﾐ 男性 群馬県 20:09.306 06:59 11.91
激坂賞 一般男子289 5128 森雪　拓 ﾓﾘﾕｷ ﾀｸ 男性 千葉県 オッティモ 20:09.520 06:59 11.91
激坂賞 一般男子290 6029 松浦　亮太 ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳﾀ 男性 静岡県 20:10.089 07:00 11.90
激坂賞 一般男子291 6331 池本　克規 ｲｹﾓﾄ ｶﾂﾉﾘ 男性 静岡県 20:10.415 07:00 11.90
激坂賞 一般男子292 4129 芹澤　孝 ｾﾘｻﾞﾜ ﾀｶｼ 男性 静岡県 20:10.765 07:01 11.89
激坂賞 一般男子293 5011 飛田　宗宏 ﾋﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ 男性 東京都 20:11.118 07:01 11.89
激坂賞 一般男子294 4213 ビアンキミウラ(^-^) 男性 神奈川県 湘南夜練 20:13.365 07:03 11.87
激坂賞 一般男子295 4324 大場　敏弘 ｵｵﾊﾞ ﾄｼﾋﾛ 男性 長野県 20:14.064 07:04 11.86
激坂賞 一般男子296 2331 鈴木　雄也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 男性 長野県 20:14.593 07:05 11.86
激坂賞 一般男子297 4232 栁澤　一洋 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 男性 長野県 20:15.912 07:06 11.84
激坂賞 一般男子298 5116 宮坂　和宏 ﾐﾔｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ 男性 長野県 20:19.325 07:09 11.81
激坂賞 一般男子299 2203 山本　優一 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 男性 滋賀県 20:19.441 07:09 11.81
激坂賞 一般男子300 4354 芝崎　徹 ｼﾊﾞｻｷ ﾄｵﾙ 男性 神奈川県 20:23.090 07:13 11.77
激坂賞 一般男子301 6059 菱沼　裕介 ﾋｼﾇﾏ ﾕｳｽｹ 男性 愛知県 20:23.717 07:14 11.77
激坂賞 一般男子302 6053 水澤　充生 ﾐｽﾞｻﾜ ﾐﾂｷ 男性 長野県 20:24.856 07:15 11.76
激坂賞 一般男子303 3224 北原　博人 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛﾄ 男性 長野県 20:25.345 07:15 11.75
激坂賞 一般男子304 2326 荒木　俊太郎 ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男性 新潟県 20:25.473 07:15 11.75
激坂賞 一般男子305 4234 海老名　弘一 ｴﾋﾞﾅ ｺｳｲﾁ 男性 東京都 20:27.256 07:17 11.73
激坂賞 一般男子306 2209 野原　啓佑 ﾉﾊﾗ ｹｲｽｹ 男性 埼玉県 20:28.871 07:19 11.72
激坂賞 一般男子307 6319 イヌハシ 男性 岐阜県 フットワークRC 20:29.382 07:19 11.71
激坂賞 一般男子308 3298 海田　尚 ｶｲﾀﾞ ﾅｵ 男性 長野県 20:29.787 07:20 11.71
激坂賞 一般男子309 3022 内海　晴男 ｳﾂﾐ ﾊﾙｵ 男性 群馬県 20:30.316 07:20 11.70
激坂賞 一般男子310 4345 渡辺　満広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾋﾛ 男性 東京都 20:31.813 07:22 11.69
激坂賞 一般男子311 3114 柴田　直樹 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 男性 長野県 松本CC 20:33.038 07:23 11.68
激坂賞 一般男子312 2208 内田　倫太郎 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 男性 群馬県 高崎経済大学サイクリング部 20:34.862 07:25 11.66
激坂賞 一般男子313 4107 八木　浩 ﾔｷﾞ ﾋﾛｼ 男性 長野県 20:35.693 07:26 11.65
激坂賞 一般男子314 2301 増田　智幸 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 男性 長野県 20:35.696 07:26 11.65
激坂賞 一般男子315 1007 樋口　泰伸 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ 男性 神奈川県 豆サイ、ちばサイクル 20:35.987 07:26 11.65
激坂賞 一般男子316 2219 飯島　健介 ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝｽｹ 男性 長野県 20:36.480 07:26 11.65
激坂賞 一般男子317 4306 西田　朋之 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 男性 埼玉県 20:36.641 07:27 11.64
激坂賞 一般男子318 4349 坂井　陽文 ｻｶｲ ｷﾖﾌﾐ 男性 長野県 20:37.288 07:27 11.64
激坂賞 一般男子319 5144 あらさん 男性 千葉県 どんぐりファーム 20:38.173 07:28 11.63
激坂賞 一般男子320 4182 伊藤　和幸 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ 男性 長野県 タカノ陸上部 20:38.388 07:28 11.63
激坂賞 一般男子321 6367 高田　博輝 ﾀｶﾀ ﾋﾛｷ 男性 京都府 Yosa-Blue Dragon 20:39.749 07:30 11.62
激坂賞 一般男子322 6312 竹内　省二 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳｼﾞ 男性 東京都 20:41.004 07:31 11.60
激坂賞 一般男子323 4300 尾沼　志郎 ｵﾇﾏ ｼﾛｳ 男性 長野県 SFIDA Cycling Team 20:41.490 07:31 11.60
激坂賞 一般男子324 6096 二村　良平 ﾌﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 男性 埼玉県 20:41.731 07:32 11.60
激坂賞 一般男子325 4344 松浦　潤 ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝ 男性 大阪府 20:42.219 07:32 11.59
激坂賞 一般男子326 5044 丸山　直樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ 男性 長野県 20:43.125 07:33 11.58
激坂賞 一般男子327 3242 久保田　克文 ｸﾎﾞﾀ ｶﾂﾌﾐ 男性 長野県 20:44.483 07:34 11.57
激坂賞 一般男子328 4256 齋藤　直巳 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐ 男性 長野県 瞬間移動 20:45.168 07:35 11.56
激坂賞 一般男子329 6377 関　雅明 ｾｷ ﾏｻｱｷ 男性 神奈川県 20:45.542 07:36 11.56
激坂賞 一般男子330 4335 塚越　亮一 ﾂｶｺｼ ﾘｮｳｲﾁ 男性 東京都 20:45.647 07:36 11.56
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カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子331 5049 黒川　学 ｸﾛｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 男性 栃木県 Honda栃木 20:46.042 07:36 11.56
激坂賞 一般男子332 4177 カクさん 男性 長野県 20:46.476 07:36 11.55
激坂賞 一般男子333 4228 玉井　智彦 ﾀﾏｲ ﾄﾓﾋｺ 男性 岐阜県 20:46.974 07:37 11.55
激坂賞 一般男子334 4219 トカ 男性 神奈川県 トサカ 20:48.034 07:38 11.54
激坂賞 一般男子335 6394 中谷　賢治 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 男性 東京都 20:49.255 07:39 11.53
激坂賞 一般男子336 6115 斎藤　秀章 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 男性 千葉県 EXCE　BICYCLE 20:49.461 07:39 11.52
激坂賞 一般男子337 4122 藤牧　靖次 ﾌｼﾞﾏｷ ﾔｽｼﾞ 男性 長野県 20:51.903 07:42 11.50
激坂賞 一般男子338 6027 田牧　洋平 ﾀﾏｷ ﾖｳﾍｲ 男性 東京都 20:52.454 07:42 11.50
激坂賞 一般男子339 3281 高林　武志 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 男性 長野県 スワコレーシングチーム 20:54.177 07:44 11.48
激坂賞 一般男子340 4102 井上　和司 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｼ 男性 愛知県 日進クエスト 20:54.515 07:44 11.48
激坂賞 一般男子341 5100 大久保　徹 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｵﾙ 男性 東京都 team SHIDO 20:54.670 07:45 11.48
激坂賞 一般男子342 6305 杉山　尚重 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｼｹﾞ 男性 東京都 PrettyPanda 20:54.958 07:45 11.47
激坂賞 一般男子343 6068 三浦　宏之 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 男性 奈良県 La Tartaruga 20:55.935 07:46 11.47
激坂賞 一般男子344 3010 本吉　徹 ﾓﾄﾖｼ ﾄｵﾙ 男性 富山県 20:56.427 07:46 11.46
激坂賞 一般男子345 3213 三日尻　智 ﾐｶｼﾞﾘ ｻﾄｼ 男性 埼玉県 RTラプラシアン 20:56.697 07:47 11.46
激坂賞 一般男子346 6022 川合　孝則 ｶﾜｲ ﾀｶﾉﾘ 男性 東京都 モンテラック 20:56.860 07:47 11.46
激坂賞 一般男子347 5161 桃井　真樹 ﾓﾓｲ ﾏｻｷ 男性 愛知県 Team M 20:58.006 07:48 11.45
激坂賞 一般男子348 6311 平柳　好一 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ｺｳｲﾁ 男性 神奈川県 鴨川ムジナーナ 20:58.370 07:48 11.44
激坂賞 一般男子349 4237 高須　庸仁 ﾀｶｽ ﾉﾌﾞﾋﾄ 男性 愛知県 AlterLock@名古屋 21:00.174 07:50 11.43
激坂賞 一般男子350 4336 早福　寿史 ｿｳﾌｸ ｽｽﾞｼ 男性 神奈川県 ゆるライド 21:00.308 07:50 11.43
激坂賞 一般男子351 3268 縄田　久仁夫 ﾅﾜﾀ ｸﾆｵ 男性 愛知県 Alvelon 21:01.233 07:51 11.42
激坂賞 一般男子352 6007 山田　浩二 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 男性 東京都 フレンド商会 21:02.958 07:53 11.40
激坂賞 一般男子353 5010 高山　善人 ﾀｶﾔﾏ ﾖｼﾄ 男性 群馬県 つくばペッツ 21:03.167 07:53 11.40
激坂賞 一般男子354 4320 柏谷　拓伸 ｶｼﾀﾆ ﾋﾛﾉﾌﾞ 男性 東京都 FCK フライドチキンカレー 21:04.648 07:55 11.39
激坂賞 一般男子355 3021 中村　正壽 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ 男性 岩手県 21:04.949 07:55 11.38
激坂賞 一般男子356 6084 中村　武史 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｹｼ 男性 長野県 21:05.521 07:55 11.38
激坂賞 一般男子357 5081 岸　伸司 ｷｼ ｼﾝｼﾞ 男性 愛知県 チーム天守閣 21:07.379 07:57 11.36
激坂賞 一般男子358 6086 山西　伸匡 ﾔﾏﾆｼ ﾉﾌﾞﾏｻ 男性 埼玉県 熱海 21:07.610 07:58 11.36
激坂賞 一般男子359 3011 茶遊亭　彦兵衛 男性 静岡県 SWIFT　R.T 21:08.205 07:58 11.35
激坂賞 一般男子360 2362 松田　健吾 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 男性 三重県 21:08.657 07:59 11.35
激坂賞 一般男子361 3207 永田　久雄 ﾅｶﾞﾀ ﾋｻｵ 男性 茨城県 チーム・フオルツァ！ 21:08.874 07:59 11.35
激坂賞 一般男子362 5154 岩下　頼人 ｲﾜｼﾀ ﾖﾘﾄ 男性 埼玉県 TEAM LOVE PREDETOR 21:11.868 08:02 11.32
激坂賞 一般男子363 4224 八巻　和喜 ﾔﾏｷ ｶｽﾞﾖｼ 男性 神奈川県 グルペット 21:12.202 08:02 11.32
激坂賞 一般男子364 5005 小堺　猛弘 ｺｻｶｲ ﾀｹﾋﾛ 男性 茨城県 taiki works 21:13.921 08:04 11.30
激坂賞 一般男子365 3109 松川　正浩 ﾏﾂｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 男性 神奈川県 UGOレーシング 21:16.015 08:06 11.29
激坂賞 一般男子366 3045 高田　昭 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ 男性 東京都 チームマリアローザ 21:17.355 08:07 11.27
激坂賞 一般男子367 5135 河田　幸雄 ｶﾜﾀﾞ ﾕｷｵ 男性 神奈川県 21:18.792 08:09 11.26
激坂賞 一般男子368 2505 細山　正一 ﾎｿﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 男性 神奈川県 ウゴーレーシング 21:19.651 08:10 11.25
激坂賞 一般男子369 5097 ハッチー 男性 兵庫県 みえすきー 21:20.341 08:10 11.25
激坂賞 一般男子370 4334 佐藤　信利 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾄｼ 男性 群馬県 21:21.261 08:11 11.24
激坂賞 一般男子371 5024 髙橋　賢 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 男性 東京都 21:21.763 08:12 11.23
激坂賞 一般男子372 6388 渡邊　一功 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 男性 神奈川県 21:22.023 08:12 11.23
激坂賞 一般男子373 5004 石川　俊信 ｲｼｶﾜ ﾄｼﾉﾌﾞ 男性 兵庫県 チーム・キヤノンボール 21:22.130 08:12 11.23
激坂賞 一般男子374 6315 岩瀬　祐介 ｲﾜｾ ﾕｳｽｹ 男性 愛知県 21:24.337 08:14 11.21
激坂賞 一般男子375 5117 滝澤　研二 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 男性 長野県 naket 21:24.874 08:15 11.21
激坂賞 一般男子376 3092 矢野　和美 ﾔﾉ ｶｽﾞﾐ 男性 長野県 チームTRC 21:24.925 08:15 11.21
激坂賞 一般男子377 2407 飯島　莊太 ｲｲｼﾞﾏ ｿｳﾀ 男性 長野県 21:27.581 08:18 11.18
激坂賞 一般男子378 5043 hira 男性 長野県 21:28.100 08:18 11.18
激坂賞 一般男子379 4116 田嶋　良宏 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 男性 長野県 21:30.347 08:20 11.16
激坂賞 一般男子380 6065 小宮山　裕樹 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 男性 長野県 21:31.048 08:21 11.15
激坂賞 一般男子381 2370 野口　智史 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ 男性 東京都 21:32.142 08:22 11.14
激坂賞 一般男子382 6036 渡邊　成昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾘｱｷ 男性 埼玉県 JPBC 21:32.708 08:23 11.14
激坂賞 一般男子383 4181 沼野　斉 ﾇﾏﾉ ﾋﾄｼ 男性 大阪府 21:33.060 08:23 11.14
激坂賞 一般男子384 3269 山田　一弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 男性 群馬県 辰巳会 21:33.300 08:23 11.13
激坂賞 一般男子385 6012 青鬼 男性 群馬県 だるま 21:33.676 08:24 11.13
激坂賞 一般男子386 4152 野島　隆志 ﾉｼﾞﾏ ﾀｶｼ 男性 新潟県 yukiguni 21:33.923 08:24 11.13
激坂賞 一般男子387 5045 吉川　一仁 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 男性 静岡県 静岡サイクリングクラブ 21:36.432 08:26 11.11
激坂賞 一般男子388 6118 成田　暁信 ﾅﾘﾀ ｱｷﾉﾌﾞ 男性 愛知県 21:36.608 08:27 11.11
激坂賞 一般男子389 5143 藤崎　弘勝 ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾛｶﾂ 男性 栃木県 21:37.370 08:27 11.10
激坂賞 一般男子390 4245 浜田　肇一 ﾊﾏﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 男性 福井県 21:38.534 08:29 11.09
激坂賞 一般男子391 4190 山崎　英樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 男性 新潟県 21:40.680 08:31 11.07
激坂賞 一般男子392 6070 両角　昌 ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｮｳ 男性 長野県 gadget-rider.com/チャリ部 21:46.399 08:36 11.02
激坂賞 一般男子393 2211 久保田　大夢 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾑ 男性 長野県 21:47.687 08:38 11.01
激坂賞 一般男子394 2348 小林　裕之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 男性 長野県 21:47.886 08:38 11.01
激坂賞 一般男子395 6314 中川　忠志 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 男性 富山県 アルベロバレー 21:48.579 08:39 11.00
激坂賞 一般男子396 4233 本多　弘治 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ 男性 東京都 チーム寿 21:49.047 08:39 11.00
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カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子397 6064 宮原　翔 ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳ 男性 長野県 21:50.408 08:40 10.99
激坂賞 一般男子398 3288 前田　和久 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ 男性 静岡県 トライWIND 21:50.572 08:41 10.99
激坂賞 一般男子399 5033 岩佐　暢之 ｲﾜｻ ﾉﾌﾞﾕｷ 男性 兵庫県 チーム闇走～2022 21:50.868 08:41 10.99
激坂賞 一般男子400 5080 s.kanazawa 男性 栃木県 21:50.912 08:41 10.98
激坂賞 一般男子401 6387 大沼　真太郎 ｵｵﾇﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 男性 神奈川県 SNEL 21:52.031 08:42 10.98
激坂賞 一般男子402 4149 加藤　勝裕 ｶﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 男性 静岡県 team NARO_HC 21:52.348 08:42 10.97
激坂賞 一般男子403 6383 高田　誠路 ﾀｶﾀ ｾｲｼﾞ 男性 京都府 Blue Dragon 21:52.939 08:43 10.97
激坂賞 一般男子404 6332 三島　文豪 ﾐｼﾏ ﾌﾐｶﾂ 男性 長野県 BIKE RANCH 21:53.065 08:43 10.97
激坂賞 一般男子405 5124 黒岩　透 ｸﾛｲﾜ ﾄｵﾙ 男性 群馬県 kc-3 21:53.571 08:44 10.96
激坂賞 一般男子406 3040 神保　一郎 ｼﾞﾝﾎﾞ ｲﾁﾛｳ 男性 宮城県 21:53.815 08:44 10.96
激坂賞 一般男子407 6125 根本　創紀 ﾈﾓﾄ ｿｳｷ 男性 千葉県 痛ジャージの会 21:54.400 08:44 10.96
激坂賞 一般男子408 4217 芦谷　雄一 ｱｼﾔ ﾕｳｲﾁ 男性 岐阜県 21:55.482 08:45 10.95
激坂賞 一般男子409 2204 鈴木 和真 男性 千葉県 限界建築学生 21:57.505 08:47 10.93
激坂賞 一般男子410 6395 飯嶋　崇文 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｶﾌﾐ 男性 長野県 22:00.239 08:50 10.91
激坂賞 一般男子411 2513 松林　英樹 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 男性 京都府 22:02.042 08:52 10.89
激坂賞 一般男子412 5079 高橋　邦夫 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｵ 男性 埼玉県 SUCC轍友会 22:03.117 08:53 10.88
激坂賞 一般男子413 4238 水谷　洋介 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｳｽｹ 男性 山梨県 22:04.256 08:54 10.87
激坂賞 一般男子414 4337 伊藤　真弘 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 男性 千葉県 22:04.583 08:55 10.87
激坂賞 一般男子415 6390 稲村　知哉 ｲﾅﾑﾗ ﾄﾓﾔ 男性 長野県 22:04.885 08:55 10.87
激坂賞 一般男子416 6039 萩原　秀貴 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｷ 男性 長野県 22:05.007 08:55 10.87
激坂賞 一般男子417 4195 影山　晃 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 男性 茨城県 22:05.633 08:56 10.86
激坂賞 一般男子418 6376 もっちゃん 男性 千葉県 22:06.834 08:57 10.85
激坂賞 一般男子419 6369 鶴田　潤 ﾂﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 男性 長野県 22:07.663 08:58 10.85
激坂賞 一般男子420 4202 今永　恵二 ｲﾏﾅｶﾞ ｹｲｼﾞ 男性 神奈川県 22:07.945 08:58 10.84
激坂賞 一般男子421 5084 福冨　一実 ﾌｸﾄﾐ ｶｽﾞﾐ 男性 東京都 宮田工房 in Lumentum 22:08.050 08:58 10.84
激坂賞 一般男子422 4303 小野　耕司 ｵﾉ ｺｳｼﾞ 男性 神奈川県 22:08.574 08:59 10.84
激坂賞 一般男子423 3025 杉本　正俊 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 男性 石川県 22:08.814 08:59 10.84
激坂賞 一般男子424 6349 北田　貴士 ｷﾀﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 男性 愛知県 22:09.834 09:00 10.83
激坂賞 一般男子425 4297 河田　武 ｶﾜﾀ ﾀｹｼ 男性 三重県 22:11.606 09:02 10.81
激坂賞 一般男子426 6010 勝俣　友裕 ｶﾂﾏﾀ ﾄﾓﾋﾛ 男性 東京都 22:11.830 09:02 10.81
激坂賞 一般男子427 4227 小澤　潤 ｵｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 男性 山梨県 22:14.664 09:05 10.79
激坂賞 一般男子428 5121 舘沼　義範 ﾀﾃﾇﾏ ﾖｼﾉﾘ 男性 兵庫県 TEAM ROCK 22:15.210 09:05 10.78
激坂賞 一般男子429 6342 出口　昌広 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 男性 静岡県 太田町二四番地 22:16.846 09:07 10.77
激坂賞 一般男子430 6113 青木　伸輔 ｱｵｷ ｼﾝｽｹ 男性 埼玉県 22:17.142 09:07 10.77
激坂賞 一般男子431 5106 shingggggo 男性 東京都 Pretty Panda 22:17.271 09:07 10.77
激坂賞 一般男子432 5077 飯村　光央 ｲｲﾑﾗ ﾐﾂｵ 男性 神奈川県 22:17.724 09:08 10.76
激坂賞 一般男子433 5101 榛澤　暁 ﾊﾝｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 男性 長野県 22:18.895 09:09 10.76
激坂賞 一般男子434 3270 鹿島　正弘 ｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 男性 徳島県 バブルダンサーズ 22:19.096 09:09 10.75
激坂賞 一般男子435 5069 花澤　嘉孝 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾖｼﾀｶ 男性 長野県 22:20.196 09:10 10.74
激坂賞 一般男子436 2405 村上　誠太郎 ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾀﾛｳ 男性 長野県 チーム HARA 22:20.424 09:10 10.74
激坂賞 一般男子437 6087 林　芳広 ﾊﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 男性 愛知県 22:23.301 09:13 10.72
激坂賞 一般男子438 3013 林　伸一 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ 男性 長野県 22:23.537 09:14 10.72
激坂賞 一般男子439 5125 山口　健 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ 男性 埼玉県 Golosa 22:23.790 09:14 10.72
激坂賞 一般男子440 3041 山口　誠司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 男性 東京都 one way 22:24.080 09:14 10.71
激坂賞 一般男子441 6071 佐藤　靖典 ｻﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 男性 長野県 gadget-rider.com/チャリ部 22:24.395 09:14 10.71
激坂賞 一般男子442 3210 平野　隆司 ﾋﾗﾉ ﾀｶｼ 男性 埼玉県 1100bar 22:25.678 09:16 10.70
激坂賞 一般男子443 3073 斉藤　信之 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 男性 群馬県 ノブテック 22:26.098 09:16 10.70
激坂賞 一般男子444 3042 箱　隆之 ﾊｺ ﾀｶﾕｷ 男性 神奈川県 Team SUB3 22:26.648 09:17 10.69
激坂賞 一般男子445 3001 野田　和夫 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｵ 男性 愛知県 チームヤマシゲ 22:28.476 09:18 10.68
激坂賞 一般男子446 3258 寒川　広喜 ｶﾝｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 男性 大阪府 22:30.107 09:20 10.67
激坂賞 一般男子447 1037 杉山　宗義 ｽｷﾞﾔﾏ ﾑﾈﾖｼ 男性 愛知県 22:31.435 09:21 10.66
激坂賞 一般男子448 5130 奥村　郁夫 ｵｸﾑﾗ ｲｸｵ 男性 群馬県 TTR 22:32.037 09:22 10.65
激坂賞 一般男子449 3261 児島　一夫 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 男性 愛媛県 22:36.780 09:27 10.61
激坂賞 一般男子450 4299 永瀬　泉 ﾅｶﾞｾ ｲｽﾞﾐ 男性 岡山県 カヤマレーシング 22:38.487 09:28 10.60
激坂賞 一般男子451 4191 山口　浩和 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 男性 茨城県 22:38.507 09:28 10.60
激坂賞 一般男子452 4214 ちふみ 男性 長野県 22:40.521 09:30 10.58
激坂賞 一般男子453 6075 谷川　啓人 ﾀﾆｶﾞﾜ ｹｲﾄ 男性 静岡県 22:40.710 09:31 10.58
激坂賞 一般男子454 4185 福山　勝美 ﾌｸﾔﾏ ｶﾂﾐ 男性 長野県 22:41.095 09:31 10.58
激坂賞 一般男子455 4312 高橋　寿洋 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋﾛ 男性 愛知県 22:41.608 09:32 10.58
激坂賞 一般男子456 4136 斉藤　清志 ｻｲﾄｳ ｷﾖｼ 男性 神奈川県 斉藤光学 22:41.620 09:32 10.58
激坂賞 一般男子457 4168 百瀬　元章 ﾓﾓｾ ﾓﾄｱｷ 男性 長野県 22:42.578 09:33 10.57
激坂賞 一般男子458 2403 松原　治希 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙｷ 男性 大阪府 チーム・ガチャピン 22:42.607 09:33 10.57
激坂賞 一般男子459 3051 神津　昌之 ｺｳﾂﾞ ﾏｻﾕｷ 男性 長野県 SFIDA Cycling Team 22:42.782 09:33 10.57
激坂賞 一般男子460 5150 花岡　秀樹 ﾊﾅｵｶ ﾋﾃﾞｷ 男性 長野県 hanaさんちーむ 22:43.860 09:34 10.56
激坂賞 一般男子461 4330 矢島　航 ﾔｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 男性 滋賀県 FUKADAまじりんぐ 22:44.063 09:34 10.56
激坂賞 一般男子462 4106 宇山　博行 ｳﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 男性 埼玉県 KLTロードバイク 22:44.429 09:34 10.55
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カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子463 5054 鈴木　清人 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾋﾄ 男性 岐阜県 22:44.860 09:35 10.55
激坂賞 一般男子464 6090 広戸　充義 ﾋﾛﾄ ﾐﾂﾖｼ 男性 三重県 22:44.953 09:35 10.55
激坂賞 一般男子465 6060 中沢　洋登 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 男性 埼玉県 さいたま市役所 22:45.323 09:35 10.55
激坂賞 一般男子466 6121 室井　ケンタロウ ﾑﾛｲ ｹﾝﾀﾛｳ 男性 東京都 22:45.596 09:36 10.54
激坂賞 一般男子467 4101 粕谷　富士夫 ｶｽﾔ ﾌｼﾞｵ 男性 茨城県 花王株式会社鹿島工場　自転車部 22:45.814 09:36 10.54
激坂賞 一般男子468 6107 飯田　達也 ｲｲﾀﾞ ﾀﾂﾔ 男性 長野県 22:46.714 09:37 10.54
激坂賞 一般男子469 4143 大沢　賢二 ｵｵｻﾜ ｹﾝｼﾞ 男性 岐阜県 talkers t-redcross 22:46.811 09:37 10.54
激坂賞 一般男子470 6347 山村　智史 ﾔﾏﾑﾗ ｻﾄｼ 男性 東京都 22:48.046 09:38 10.53
激坂賞 一般男子471 4188 金井　晃 ｶﾅｲ ｱｷﾗ 男性 長野県 22:48.572 09:39 10.52
激坂賞 一般男子472 4142 五味　知樹 ｺﾞﾐ ﾄﾓｷ 男性 長野県 22:50.293 09:40 10.51
激坂賞 一般男子473 5141 村岡　大輔 ﾑﾗｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 男性 神奈川県 Audax Japan 22:50.295 09:40 10.51
激坂賞 一般男子474 4347 梅田　英明 ｳﾒﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 男性 三重県 DMG MORI 22:50.552 09:41 10.51
激坂賞 一般男子475 3262 田中　昌典 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 男性 東京都 TTR 22:50.896 09:41 10.50
激坂賞 一般男子476 4193 新井　賢一 ｱﾗｲ ｹﾝｲﾁ 男性 東京都 22:50.954 09:41 10.50
激坂賞 一般男子477 3056 早瀬　典男 ﾊﾔｾ ﾉﾘｵ 男性 石川県 ターミネーターRT 22:51.261 09:41 10.50
激坂賞 一般男子478 4274 砂田　英司 ｽﾅﾀﾞ ｴｲｼﾞ 男性 山梨県 22:52.105 09:42 10.49
激坂賞 一般男子479 2224 中山　朝陽 ﾅｶﾔﾏ ｱｻﾋ 男性 群馬県 高崎経済大学サイクリング部 22:52.280 09:42 10.49
激坂賞 一般男子480 4262 井上　浩孝 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ 男性 静岡県 22:55.636 09:46 10.47
激坂賞 一般男子481 3250 寺林　晋 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ｽｽﾑ 男性 東京都 なるしまフレンド 22:55.747 09:46 10.47
激坂賞 一般男子482 3029 渡辺　照彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙﾋｺ 男性 神奈川県 22:55.928 09:46 10.47
激坂賞 一般男子483 6120 渡邉　顕三 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男性 愛知県 22:56.603 09:47 10.46
激坂賞 一般男子484 4176 小林　達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 男性 長野県 Zerona! 22:58.702 09:49 10.44
激坂賞 一般男子485 5021 桑島　隆之 ｸﾜｼﾏ ﾀｶﾕｷ 男性 愛知県 ぴっとレーシングチーム 22:59.501 09:49 10.44
激坂賞 一般男子486 3278 nina1208 男性 東京都 22:59.879 09:50 10.44
激坂賞 一般男子487 6359 細川　勉 ﾎｿｶﾜ ﾂﾄﾑ 男性 東京都 23:01.011 09:51 10.43
激坂賞 一般男子488 4315 多賀谷　雄太 ﾀｶﾞﾔ ﾕｳﾀ 男性 埼玉県 23:03.334 09:53 10.41
激坂賞 一般男子489 2221 YF 男性 長野県 県ヶ丘高校 23:03.502 09:53 10.41
激坂賞 一般男子490 4258 吉田　太郎 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾛｳ 男性 愛知県 チーム3分の1 23:03.903 09:54 10.41
激坂賞 一般男子491 5029 石田　耕三 ｲｼﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ 男性 東京都 23:05.016 09:55 10.40
激坂賞 一般男子492 5149 北村　研 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝ 男性 埼玉県 アドレナリン 23:05.770 09:56 10.39
激坂賞 一般男子493 4284 西村　克彦 ﾆｼﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 男性 東京都 YOU CAN 八王子 23:06.021 09:56 10.39
激坂賞 一般男子494 5155 姉崎　裕行 ｱﾈｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 男性 東京都 23:08.495 09:58 10.37
激坂賞 一般男子495 3293 有賀　誠 ｱﾘｶﾞ ﾏｺﾄ 男性 茨城県 23:09.301 09:59 10.36
激坂賞 一般男子496 3054 高田　賢二 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 男性 東京都 23:09.310 09:59 10.36
激坂賞 一般男子497 4278 津和野　智聡 ﾂﾜﾉ ﾁｻﾄ 男性 東京都 ウクレレサイクル 23:10.450 10:00 10.36
激坂賞 一般男子498 4206 洞澤　昇 ﾎﾗｻﾜ ﾉﾎﾞﾙ 男性 神奈川県 テニスパーク湘南 23:10.510 10:00 10.36
激坂賞 一般男子499 5104 山中　英利 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 男性 静岡県 23:10.551 10:01 10.36
激坂賞 一般男子500 2213 古瀬　康平 ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ 男性 長野県 イナーメ木曽プロジェクト 23:11.119 10:01 10.35
激坂賞 一般男子501 6402 佐藤　成浩 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾋﾛ 男性 新潟県 じょんのびたいむ 23:13.453 10:03 10.33
激坂賞 一般男子502 4196 椎名　康一 ｼｲﾅ ｺｳｲﾁ 男性 千葉県 鴨川ムジナーナ 23:13.503 10:03 10.33
激坂賞 一般男子503 3037 キタさん 男性 大阪府 Team of 50,60,70,80. 23:14.097 10:04 10.33
激坂賞 一般男子504 4199 小堺　宏彦 ｺｻﾞｶｲ ﾋﾛﾋｺ 男性 新潟県 23:14.572 10:05 10.33
激坂賞 一般男子505 3003 小牧　恵一 ｺﾏｷ ｹｲｲﾁ 男性 東京都 23:15.564 10:06 10.32
激坂賞 一般男子506 5115 野口　隆史 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ 男性 東京都 23:16.319 10:06 10.31
激坂賞 一般男子507 6355 清水　友幸 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾕｷ 男性 静岡県 BARCA FOSSATO 23:18.061 10:08 10.30
激坂賞 一般男子508 5071 藤井　純二 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾝｼﾞ 男性 長野県  白馬クロカンラブ 23:18.366 10:08 10.30
激坂賞 一般男子509 2320 小川　輝 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾗ 男性 岐阜県 23:19.051 10:09 10.29
激坂賞 一般男子510 4264 湯本　和茂 ﾕﾓﾄ ｶｽﾞｼｹﾞ 男性 長野県 teamSENI 23:19.185 10:09 10.29
激坂賞 一般男子511 3083 はんちゃん 男性 長野県 黒姫和漢薬研究所 23:20.405 10:10 10.28
激坂賞 一般男子512 3251 普世　高弘 ﾌｾ ﾀｶﾋﾛ 男性 神奈川県 23:21.070 10:11 10.28
激坂賞 一般男子513 3027 丹羽　道夫 ﾆﾜ ﾐﾁｵ 男性 愛知県 23:21.092 10:11 10.28
激坂賞 一般男子514 4189 宮本　隆文 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ 男性 三重県 チームしょうわ 23:22.240 10:12 10.27
激坂賞 一般男子515 2353 濱口　慧 ﾊﾏｸﾞﾁ ｹｲ 男性 三重県 23:22.611 10:13 10.27
激坂賞 一般男子516 2207 石原　慶也 ｲｼﾊﾗ ｹｲﾔ 男性 愛知県 23:25.470 10:15 10.25
激坂賞 一般男子517 5120 吉永　豊 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕﾀｶ 男性 愛知県 23:26.036 10:16 10.24
激坂賞 一般男子518 2366 加藤　嵩規 ｶﾄｳ ﾀｶﾅﾘ 男性 神奈川県 23:26.779 10:17 10.24
激坂賞 一般男子519 4216 国分　毅 ｺｸﾌﾞ ﾀｹｼ 男性 兵庫県 23:26.839 10:17 10.24
激坂賞 一般男子520 4309 大河原　丞 ｵｵｶﾜﾗ ｽｽﾑ 男性 神奈川県 23:27.925 10:18 10.23
激坂賞 一般男子521 5051 松本　健一 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 男性 福島県 23:31.302 10:21 10.20
激坂賞 一般男子522 6357 牛丸　貴史 ｳｼﾏﾙ ﾀｶﾌﾐ 男性 岐阜県 23:31.364 10:21 10.20
激坂賞 一般男子523 6028 常住　岳雄 ﾂﾈｽﾐ ﾀｹｵ 男性 東京都 SNEL 23:32.736 10:23 10.19
激坂賞 一般男子524 4155 山口　健児 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 男性 愛知県 23:33.118 10:23 10.19
激坂賞 一般男子525 5096 佐藤　剛 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 男性 東京都 SNEL 23:35.627 10:26 10.17
激坂賞 一般男子526 3053 伊藤　洋 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 男性 長野県 23:36.223 10:26 10.17
激坂賞 一般男子527 2515 須藤　孝明 ｽﾄﾞｳ ﾀｶｱｷ 男性 長野県 ラヴニールあづみの 23:36.678 10:27 10.16
激坂賞 一般男子528 2226 加藤　聡馬 ｶﾄｳ ｿｳﾏ 男性 群馬県 23:38.093 10:28 10.15
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カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子529 6352 カオス 男性 大阪府 23:38.775 10:29 10.15
激坂賞 一般男子530 4276 酒井　宏和 ｻｶｲ ﾋﾛｶｽﾞ 男性 神奈川県 OGGI 23:39.157 10:29 10.15
激坂賞 一般男子531 4356 酒井　直樹 ｻｶｲ ﾅｵｷ 男性 東京都 23:41.019 10:31 10.13
激坂賞 一般男子532 5092 柴山　啓 ｼﾊﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 男性 大阪府 23:41.309 10:31 10.13
激坂賞 一般男子533 2231 笹森　裕介 ｻｻﾓﾘ ﾕｳｽｹ 男性 群馬県 23:42.024 10:32 10.13
激坂賞 一般男子534 3243 西尾　敏郎 ﾆｼｵ ﾄｼﾛｳ 男性 神奈川県 NTTデータ 23:42.249 10:32 10.12
激坂賞 一般男子535 2516 河野　勝人 ｶﾜﾉ ｶﾂﾄ 男性 岐阜県 23:42.379 10:32 10.12
激坂賞 一般男子536 3234 林　政樹 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 男性 東京都 TELC自転車倶楽部 23:42.547 10:33 10.12
激坂賞 一般男子537 3061 田浪　優 ﾀﾅﾐ ﾏｻﾙ 男性 栃木県 チーム・モンテラック 23:42.649 10:33 10.12
激坂賞 一般男子538 3259 Hidety 男性 愛知県 安城市役所自転車部 23:42.870 10:33 10.12
激坂賞 一般男子539 6333 岡崎　大典 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 男性 神奈川県 PLAYHOLICS 23:43.853 10:34 10.11
激坂賞 一般男子540 6016 熊崎　晋也 ｸﾏｻﾞｷ ｼﾝﾔ 男性 長野県 23:44.202 10:34 10.11
激坂賞 一般男子541 3047 岩澤　隆則 ｲﾜｻﾜ ﾀｶﾉﾘ 男性 神奈川県 ALLEGRA 23:45.246 10:35 10.10
激坂賞 一般男子542 4184 小池　秀樹 ｺｲｹ ﾋﾃﾞｷ 男性 長野県 23:46.730 10:37 10.09
激坂賞 一般男子543 6045 大口　敬 ｵｵｸﾞﾁ ﾀｶｼ 男性 京都府 23:47.404 10:37 10.09
激坂賞 一般男子544 2227 わたなべ 男性 群馬県 高崎経済大学サイクリング部 23:48.550 10:39 10.08
激坂賞 一般男子545 5041 村松　秀彦 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾃﾞﾋｺ 男性 静岡県 23:48.552 10:39 10.08
激坂賞 一般男子546 5073 佐藤　亘 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 男性 東京都 23:49.687 10:40 10.07
激坂賞 一般男子547 2214 馬場　柊吾 ﾊﾞﾊﾞ ｼｭｳｺﾞ 男性 群馬県 高崎経済大学サイクリング部 23:50.007 10:40 10.07
激坂賞 一般男子548 6307 上條　真一 ｶﾐｼﾞｮｳ ｼﾝｲﾁ 男性 東京都 23:53.043 10:43 10.05
激坂賞 一般男子549 5030 三田村　正寛 ﾐﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 男性 神奈川県 ONSUN 23:53.760 10:44 10.04
激坂賞 一般男子550 6370 村瀬　隆志 ﾑﾗｾ ﾀｶｼ 男性 愛知県 23:56.281 10:46 10.03
激坂賞 一般男子551 5037 丸山　元祥 ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾄﾖｼ 男性 富山県 ADS2 24:00.230 10:50 10.00
激坂賞 一般男子552 4295 竹内　三知夫 ﾀｹｳﾁ ﾐﾁｵ 男性 福井県 丸岡ホリデーライド 24:02.526 10:52 9.98
激坂賞 一般男子553 3297 堤　幹夫 ﾂﾂﾐ ﾐｷｵ 男性 神奈川県 RSCC 24:03.597 10:54 9.98
激坂賞 一般男子554 6316 RMR 男性 長野県 RMR 24:04.017 10:54 9.97
激坂賞 一般男子555 3046 西村　末吉 ﾆｼﾑﾗ ｽｴﾖｼ 男性 愛知県 Jan da la 輪 24:04.981 10:55 9.97
激坂賞 一般男子556 2361 たいらん 男性 埼玉県 24:05.123 10:55 9.96
激坂賞 一般男子557 5156 小寺　孝史 ｺﾃﾞﾗ ﾀｶｼ 男性 東京都 24:06.199 10:56 9.96
激坂賞 一般男子558 3034 加藤　弘 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 男性 栃木県 24:06.722 10:57 9.95
激坂賞 一般男子559 2406 ホモ・サピエンス 男性 栃木県 ホモ・サピエンス 24:07.197 10:57 9.95
激坂賞 一般男子560 3218 谷澤　猛 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾀｹｼ 男性 東京都 TCA 24:07.527 10:58 9.95
激坂賞 一般男子561 6102 山﨑　竜也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 男性 長野県 24:07.705 10:58 9.95
激坂賞 一般男子562 4291 大橋　達也 ｵｵﾊｼ ﾀﾂﾔ 男性 愛知県 24:07.829 10:58 9.95
激坂賞 一般男子563 2518 北川　悦孝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ 男性 静岡県 静岡サイクルRT 24:07.938 10:58 9.95
激坂賞 一般男子564 4249 志村　覚 ｼﾑﾗ ｻﾄﾙ 男性 長野県 プロぼっち 24:08.278 10:58 9.94
激坂賞 一般男子565 6324 吉田　健 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝ 男性 東京都 スマートコーチング 24:08.489 10:58 9.94
激坂賞 一般男子566 3209 豊嶋　遊戈 ﾄﾖｼﾏ ﾕｳｶ 男性 神奈川県 LCモンテラック 24:10.051 11:00 9.93
激坂賞 一般男子567 3285 坂田　千代次 ｻｶﾀ ﾁﾖｼﾞ 男性 千葉県 24:11.243 11:01 9.92
激坂賞 一般男子568 4280 川辺　康行 ｶﾜﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 男性 東京都 ARABASHIRI 24:11.731 11:02 9.92
激坂賞 一般男子569 5145 小松　潤 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 男性 東京都 24:12.123 11:02 9.92
激坂賞 一般男子570 3237 加藤　誠 ｶﾄｳ ﾏｺﾄ 男性 富山県 山岳スキー 24:14.102 11:04 9.90
激坂賞 一般男子571 5016 中村　知敬 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 男性 岡山県 チームＯＲＡＮＧＥオブ岡山 24:14.896 11:05 9.90
激坂賞 一般男子572 6398 塩原　英一郎 ｼｵﾊﾗ ｴｲｲﾁﾛｳ 男性 長野県 サイクルショップミツワ 24:15.618 11:06 9.89
激坂賞 一般男子573 3107 笹目　淳一 ｻｻﾒ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男性 茨城県 24:16.888 11:07 9.88
激坂賞 一般男子574 3238 吉田　伸一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 男性 愛知県 24:17.318 11:07 9.88
激坂賞 一般男子575 4132 小口　理 ｵｸﾞﾁ ｵｻﾑ 男性 長野県 ALLMAN OW racing 24:18.084 11:08 9.88
激坂賞 一般男子576 4270 須崎　賢一 ｽｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 男性 長野県 パブ未来 24:18.670 11:09 9.87
激坂賞 一般男子577 3106 澤井　孝之 ｻﾜｲ ﾀｶﾕｷ 男性 滋賀県 万馬券道場 24:19.660 11:10 9.87
激坂賞 一般男子578 2375 やむ 男性 埼玉県 高崎経済大学サイクリング部 24:20.058 11:10 9.86
激坂賞 一般男子579 5001 関野　直孝 ｾｷﾉ ﾅｵﾀｶ 男性 埼玉県 24:21.555 11:12 9.85
激坂賞 一般男子580 4317 石田　大志 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 男性 神奈川県 湘南こゆるぎレーシング 24:22.087 11:12 9.85
激坂賞 一般男子581 6335 大槻　太一 ｵｵﾂｷ ﾀｲﾁ 男性 長野県 24:22.108 11:12 9.85
激坂賞 一般男子582 3246 坂バカ 男性 長野県 小倉メナー 24:23.189 11:13 9.84
激坂賞 一般男子583 1003 松原　正典 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻﾉﾘ 男性 大阪府 チーム・ガチャピン 24:23.200 11:13 9.84
激坂賞 一般男子584 5059 たつ 男性 長野県 24:23.655 11:14 9.84
激坂賞 一般男子585 4112 村田　優史 ﾑﾗﾀ ﾕｳｼ 男性 静岡県 24:24.596 11:15 9.83
激坂賞 一般男子586 2218 野原　康誠 ﾉﾊﾗ ｺｳｾｲ 男性 埼玉県 24:25.328 11:15 9.83
激坂賞 一般男子587 3273 松岡　右典 ﾏﾂｵｶ ｱｷﾉﾘ 男性 兵庫県 チーム闇走~(≧▽≦)2022 24:29.017 11:19 9.80
激坂賞 一般男子588 3110 佐藤　之俊 ｻﾄｳ ﾕｷﾄｼ 男性 埼玉県 kitasato 24:29.140 11:19 9.80
激坂賞 一般男子589 3060 中須賀　幹彦 ﾅｶｽｶﾞ ﾓﾄﾋｺ 男性 兵庫県 268WeDo 24:30.791 11:21 9.79
激坂賞 一般男子590 4236 西野　政晃 ﾆｼﾉ ﾏｻｱｷ 男性 静岡県 TEAM NARO 24:31.629 11:22 9.79
激坂賞 一般男子591 4109 宮沢　繁美 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｹﾞﾐ 男性 長野県 24:37.823 11:28 9.74
激坂賞 一般男子592 3271 seiichi 男性 愛知県 SHARAk 24:38.335 11:28 9.74
激坂賞 一般男子593 4325 川瀬　重明 ｶﾜｾ ｼｹﾞｱｷ 男性 滋賀県 24:38.664 11:29 9.74
激坂賞 一般男子594 3099 steelisreal 男性 千葉県 24:38.934 11:29 9.74
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カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子595 3038 西村　晃一 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ 男性 長野県 大町市 24:39.356 11:29 9.73
激坂賞 一般男子596 4131 山田　武史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 男性 長野県 ガレージヤマダ 24:39.959 11:30 9.73
激坂賞 一般男子597 3081 木村　吉信 ｷﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 男性 愛知県 24:40.935 11:31 9.72
激坂賞 一般男子598 4194 イガ林檎 男性 東京都 24:42.311 11:32 9.71
激坂賞 一般男子599 5058 青木　公爾 ｱｵｷ ｺｳｼﾞ 男性 東京都 24:44.248 11:34 9.70
激坂賞 一般男子600 6108 横井　秀光 ﾖｺｲ ﾋﾃﾞﾐﾂ 男性 愛知県 横井秀光 24:44.374 11:34 9.70
激坂賞 一般男子601 5015 芹澤　雄介 ｾﾘｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男性 静岡県 24:44.400 11:34 9.70
激坂賞 一般男子602 3095 佐竹　誠二郎 ｻﾀｹ ｾｲｼﾞﾛｳ 男性 徳島県 24:44.997 11:35 9.70
激坂賞 一般男子603 3280 ひろ 男性 千葉県 24:45.720 11:36 9.69
激坂賞 一般男子604 2308 菊池　太郎 ｷｸﾁ ﾀﾛｳ 男性 千葉県 24:47.999 11:38 9.68
激坂賞 一般男子605 5028 マッドマックス 男性 群馬県 24:49.512 11:39 9.67
激坂賞 一般男子606 5018 川又　敏之 ｶﾜﾏﾀ ﾄｼﾕｷ 男性 東京都 24:50.772 11:41 9.66
激坂賞 一般男子607 6373 川瀬　晃一 ｶﾜｾ ｺｳｲﾁ 男性 大阪府 24:53.091 11:43 9.64
激坂賞 一般男子608 3219 名和　慶顕 ﾅﾜ ﾖｼｱｷ 男性 東京都 早大サイクリング OB 24:54.429 11:44 9.64
激坂賞 一般男子609 4267 水野　英之 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 男性 愛知県 肉体酷使 24:54.965 11:45 9.63
激坂賞 一般男子610 5047 山平　卓也 ﾔﾏﾋﾗ ﾀｸﾔ 男性 岐阜県 24:55.489 11:45 9.63
激坂賞 一般男子611 5076 篠崎　友宏 ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 男性 長野県 24:58.006 11:48 9.61
激坂賞 一般男子612 4183 朝日　伸一 ｱｻﾋ ｼﾝｲﾁ 男性 静岡県 FIRE5 24:59.286 11:49 9.60
激坂賞 一般男子613 4244 石川　雅規 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 男性 東京都 チーム寿屋 25:01.018 11:51 9.59
激坂賞 一般男子614 4173 古畑　貴康 ｺﾊﾀ ﾀｶﾔｽ 男性 愛知県 DASH-R 25:02.165 11:52 9.59
激坂賞 一般男子615 3098 船見　立朗 ﾌﾅﾐ ﾀﾂﾛｳ 男性 神奈川県 湘南こゆるぎレーシング 25:02.273 11:52 9.59
激坂賞 一般男子616 4144 青山　悟 ｱｵﾔﾏ ｻﾄﾙ 男性 東京都 25:02.536 11:53 9.58
激坂賞 一般男子617 4212 松岡　功親 ﾏﾂｵｶ ﾖｼﾁｶ 男性 長野県 25:02.615 11:53 9.58
激坂賞 一般男子618 3066 武道　誠芳 ﾌﾞﾄﾞｳ ｾｲﾎｳ 男性 東京都 Zeus 25:05.714 11:56 9.56
激坂賞 一般男子619 3039 工藤　耕司 ｸﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 男性 長野県 イナーメ木曽プロジェクト 25:05.909 11:56 9.56
激坂賞 一般男子620 4110 武藤　慶太 ﾑﾄｳ ｹｲﾀ 男性 石川県 コマツ 25:07.989 11:58 9.55
激坂賞 一般男子621 4263 桜島３００参るマン 男性 鹿児島県 退職者 25:10.010 12:00 9.54
激坂賞 一般男子622 3214 丸田　浩一 ﾏﾙﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 男性 長野県 25:11.978 12:02 9.52
激坂賞 一般男子623 4117 倉元　賢二 ｸﾗﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 男性 埼玉県 A&DCC; 25:12.639 12:03 9.52
激坂賞 一般男子624 3004 浅野　博 ｱｻﾉ ﾋﾛｼ 男性 愛知県 トップギア 25:13.566 12:04 9.51
激坂賞 一般男子625 4275 今村　洋文 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 男性 神奈川県 大磯こゆるぎレーシング 25:14.093 12:04 9.51
激坂賞 一般男子626 2501 坪井　修嗣 ﾂﾎﾞｲ  ｼｭｳｼﾞ 男性 山口県 北大ワンダーフォーゲルOB会 25:15.599 12:06 9.50
激坂賞 一般男子627 4139 渡辺　ヒロキ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 男性 東京都 25:18.310 12:08 9.48
激坂賞 一般男子628 6391 照田　征史 ｼｮｳﾀﾞ ﾏｻｼ 男性 茨城県 25:19.124 12:09 9.48
激坂賞 一般男子629 3225 山崎　敏幸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾕｷ 男性 東京都 25:20.764 12:11 9.47
激坂賞 一般男子630 4147 古瀬　賢一 ﾌﾙｾ ｹﾝｲﾁ 男性 神奈川県 25:20.896 12:11 9.47
激坂賞 一般男子631 4187 島田　昌和 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 男性 愛知県 麒麟華麗倶楽部with4040Club 25:21.831 12:12 9.46
激坂賞 一般男子632 3024 宮原　修 ﾐﾔﾊﾗ ｵｻﾑ 男性 長野県 25:22.490 12:12 9.46
激坂賞 一般男子633 3227 井上　司 ｲﾉｳｴ ﾂｶｻ 男性 千葉県 チームINDEX 25:23.973 12:14 9.45
激坂賞 一般男子634 2302 根本　航太 ﾈﾓﾄ ｺｳﾀ 男性 東京都 痛ジャージの会 25:25.152 12:15 9.44
激坂賞 一般男子635 4251 小森　清 ｺﾓﾘ ｷﾖｼ 男性 岐阜県 25:25.520 12:15 9.44
激坂賞 一般男子636 3089 滝波　範男 ﾀｷﾅﾐ ﾉﾘｵ 男性 福井県 バルバクラブ 25:26.286 12:16 9.43
激坂賞 一般男子637 4294 滝口　久夫 ﾀｷｸﾞﾁ ﾋｻｵ 男性 千葉県 25:33.344 12:23 9.39
激坂賞 一般男子638 4174 加古　隆太郎 ｶｺ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男性 東京都 25:37.614 12:28 9.37
激坂賞 一般男子639 4203 小川　正記 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 男性 愛知県 麒麟華麗倶楽部 25:39.140 12:29 9.36
激坂賞 一般男子640 4120 ピサシー 男性 愛知県 25:41.304 12:31 9.34
激坂賞 一般男子641 3230 西山　正彦 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 男性 愛知県 TEAM ACCITTO 25:44.005 12:34 9.33
激坂賞 一般男子642 4235 宮崎　雅博 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 男性 神奈川県 25:46.693 12:37 9.31
激坂賞 一般男子643 6033 越君 男性 愛知県 25:47.734 12:38 9.30
激坂賞 一般男子644 5136 堀内　智 ﾎﾘｳﾁ ｻﾄﾙ 男性 長野県 25:48.789 12:39 9.30
激坂賞 一般男子645 5035 片庭　勇一 ｶﾀﾆﾜ ﾕｳｲﾁ 男性 長野県 25:49.346 12:39 9.29
激坂賞 一般男子646 4261 木村　勝則 ｷﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ 男性 宮城県 25:49.379 12:39 9.29
激坂賞 一般男子647 3289 磯畑　恭平 ｲｿﾊﾀ ｷｮｳﾍｲ 男性 長野県 信州レーシング 25:52.149 12:42 9.28
激坂賞 一般男子648 5131 Kinz-cld 男性 山梨県 Kinz-cld 25:52.352 12:42 9.28
激坂賞 一般男子649 2521 橋本　鈞 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾄｼ 男性 東京都 UGO　レーシングクラブ 25:52.727 12:43 9.27
激坂賞 一般男子650 6372 野口　悟 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄﾙ 男性 東京都 25:53.511 12:43 9.27
激坂賞 一般男子651 4307 山崎　隆史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 男性 埼玉県 25:53.628 12:44 9.27
激坂賞 一般男子652 2517 立川　久夫 ﾀﾁｶﾜ ﾋｻｵ 男性 三重県 25:57.885 12:48 9.24
激坂賞 一般男子653 4141 武田　昌昭 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｱｷ 男性 長野県 25:58.252 12:48 9.24
激坂賞 一般男子654 5055 吉野　友一 ﾖｼﾉ ﾕｳｲﾁ 男性 東京都 25:58.869 12:49 9.24
激坂賞 一般男子655 3208 備前　敦 ﾋﾞｾﾞﾝ ｱﾂｼ 男性 長野県 projectb 25:59.169 12:49 9.24
激坂賞 一般男子656 5070 岡野　健一 ｵｶﾉ ｹﾝｲﾁ 男性 愛知県 Target 25:59.762 12:50 9.23
激坂賞 一般男子657 6083 木村　聡一郎 ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 男性 東京都 25:59.969 12:50 9.23
激坂賞 一般男子658 6321 堀内　克敏 ﾎﾘｳﾁ ｶﾂﾄｼ 男性 長野県 26:01.155 12:51 9.22
激坂賞 一般男子659 6110 内藤　優 ﾅｲﾄｳ ﾕｳ 男性 新潟県 26:02.657 12:53 9.22
激坂賞 一般男子660 4229 ぱぴお 男性 長野県 26:04.002 12:54 9.21
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カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子661 6339 寺内　大悟 ﾃﾗｳﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 男性 長野県 26:07.868 12:58 9.18
激坂賞 一般男子662 4133 御代田　直実 ﾐﾖﾀ ﾅｵﾐ 男性 埼玉県 26:10.838 13:01 9.17
激坂賞 一般男子663 3266 野瀬　典之 ﾉｾ ﾉﾘﾕｷ 男性 東京都 26:13.030 13:03 9.15
激坂賞 一般男子664 6350 Sakiyama　Ruy ｻｷﾔﾏ ﾙｲ 男性 長野県 26:13.263 13:03 9.15
激坂賞 一般男子665 3100 樋口　孝 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｼ 男性 長野県 ミサトピア小倉 26:13.560 13:04 9.15
激坂賞 一般男子666 2380 舟山　顕吾 ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 男性 群馬県 26:14.703 13:05 9.14
激坂賞 一般男子667 3090 神倉　稔 ｶﾐｸﾗ ﾐﾉﾙ 男性 群馬県 ミノムシ 26:15.297 13:05 9.14
激坂賞 一般男子668 2327 久保　翔太郎 ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 男性 東京都 26:15.805 13:06 9.14
激坂賞 一般男子669 4225 末松　克輝 ｽｴﾏﾂ ｶﾂｷ 男性 千葉県 ＡＬＬ☆ＯＵＴ 26:16.662 13:07 9.13
激坂賞 一般男子670 6094 井上　俊祐 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｽｹ 男性 長野県 ウクレレサイクル 26:24.156 13:14 9.09
激坂賞 一般男子671 3255 小池　誠一 ｺｲｹ ｾｲｲﾁ 男性 神奈川県 Team Shine a Lights 26:25.103 13:15 9.08
激坂賞 一般男子672 2502 長井　精一 ﾅｶﾞｲ　ｾｲｲﾁ 男性 埼玉県 チーム「原市場」 26:25.709 13:16 9.08
激坂賞 一般男子673 4298 小島　康幸 ｺｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 男性 長野県 26:26.815 13:17 9.07
激坂賞 一般男子674 5013 岸本　勝利 ｷｼﾓﾄ ｶﾂﾄｼ 男性 長野県 26:27.201 13:17 9.07
激坂賞 一般男子675 4287 勝家　隆 ｶﾂﾔ ﾀｶｼ 男性 長野県 26:29.981 13:20 9.06
激坂賞 一般男子676 5102 高橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 男性 千葉県 26:30.363 13:20 9.05
激坂賞 一般男子677 4159 前野　和紀 ﾏｴﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 男性 東京都 26:32.389 13:22 9.04
激坂賞 一般男子678 6313 鬼頭　一博 ｷﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 男性 愛知県 26:34.135 13:24 9.03
激坂賞 一般男子679 3276 中村　竜雄 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂｵ 男性 茨城県 TEAM遊RIDE 26:37.146 13:27 9.02
激坂賞 一般男子680 3231 太田　凡 ｵｵﾀ ﾎﾞﾝ 男性 滋賀県 26:37.993 13:28 9.01
激坂賞 一般男子681 3094 高山　明博 ﾀｶﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 男性 長野県 松本市役所自転車部 26:39.487 13:29 9.00
激坂賞 一般男子682 5165 平野　友太 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀ 男性 長野県 サイクルショップミツワ 26:41.342 13:31 8.99
激坂賞 一般男子683 3069 南崎　嘉英 ﾅﾝｻﾞｷ ﾖｼﾋﾃﾞ 男性 大阪府 26:42.266 13:32 8.99
激坂賞 一般男子684 6109 信号屋ホースケ 男性 東京都 東京理科大学サイクリング同好会OB 26:46.084 13:36 8.97
激坂賞 一般男子685 4283 井　寛明 ｲｲ ﾋﾛｱｷ 男性 神奈川県 26:47.088 13:37 8.96
激坂賞 一般男子686 3050 鈴木　誠太郎 ｽｽﾞｷ ｾｲﾀﾛｳ 男性 埼玉県 BMレーシング 26:47.308 13:37 8.96
激坂賞 一般男子687 2524 吉岡　和男 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞｵ 男性 長野県 湘南こゆるぎ 26:48.009 13:38 8.96
激坂賞 一般男子688 4230 谷村　泰 ﾀﾆﾑﾗ ﾔｽｼ 男性 東京都 26:52.618 13:43 8.93
激坂賞 一般男子689 4186 酒井　暁彦 ｻｶｲ ﾄｷﾋｺ 男性 群馬県 チーム青木 26:52.657 13:43 8.93
激坂賞 一般男子690 3111 山崎　隆士 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 男性 長野県 山猫登攀倶楽部 26:56.558 13:47 8.91
激坂賞 一般男子691 2506 前田　敏彦 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 男性 大阪府 チーム　i　（アイ） 26:57.059 13:47 8.91
激坂賞 一般男子692 4179 中村　貴士 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 男性 長野県 26:57.864 13:48 8.90
激坂賞 一般男子693 3049 平山　利行 ﾋﾗﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 男性 千葉県 27:01.265 13:51 8.88
激坂賞 一般男子694 3253 中牟田　智史 ﾅｶﾑﾀ ｻﾄｼ 男性 兵庫県 DCC OB 27:01.320 13:51 8.88
激坂賞 一般男子695 4253 田中　孝明 ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ 男性 長野県 27:02.015 13:52 8.88
激坂賞 一般男子696 2321 神田　恭宏 ｶﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 男性 埼玉県 27:07.337 13:57 8.85
激坂賞 一般男子697 5112 中嶋　龍一 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｲﾁ 男性 長野県 27:07.815 13:58 8.85
激坂賞 一般男子698 4166 新開　政直 ｼﾝｶｲ ﾏｻﾅｵ 男性 埼玉県 27:10.011 14:00 8.83
激坂賞 一般男子699 4359 STAKOE・DANIEL ｽﾃｲｺ ﾀﾞﾆｴﾙ 男性 東京都 27:11.158 14:01 8.83
激坂賞 一般男子700 2328 内村　陽太 ｳﾁﾑﾗ ﾖｳﾀ 男性 長野県 27:11.244 14:01 8.83
激坂賞 一般男子701 4268 丸山　徳王 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾘｵ 男性 神奈川県 27:14.783 14:05 8.81
激坂賞 一般男子702 3204 KENNY 男性 山口県 27:16.056 14:06 8.80
激坂賞 一般男子703 6074 中村　拓夢 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾑ 男性 三重県 27:17.732 14:08 8.79
激坂賞 一般男子704 6362 秋山　貴史 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｼ 男性 長野県 27:19.474 14:09 8.78
激坂賞 一般男子705 6340 小林　陽介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 男性 東京都 播磨坂倶楽部 27:20.846 14:11 8.78
激坂賞 一般男子706 3002 坂本　明生 ｻｶﾓﾄ ｱｷｵ 男性 長野県 27:21.191 14:11 8.77
激坂賞 一般男子707 6343 長尾　介貴 ﾅｶﾞｵ ﾖｼﾀｶ 男性 愛知県 よっしー 27:24.820 14:15 8.75
激坂賞 一般男子708 4222 山本　信之 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 男性 愛知県 27:25.447 14:15 8.75
激坂賞 一般男子709 6320 長田　英樹 ｵｻﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 男性 東京都 27:30.567 14:21 8.72
激坂賞 一般男子710 6302 池田　佳久 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 男性 静岡県 ファイヤ5 27:31.707 14:22 8.72
激坂賞 一般男子711 2504 柳生　邦雄 ﾔｷﾞｭｳ ｸﾆｵ 男性 三重県 ターミネーターG 27:36.874 14:27 8.69
激坂賞 一般男子712 3104 今村　浩人 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛﾋﾄ 男性 長野県 27:37.218 14:27 8.69
激坂賞 一般男子713 4293 小塚　滋久 ｺﾂﾞｶ ｼｹﾞﾋｻ 男性 愛知県 27:37.321 14:27 8.69
激坂賞 一般男子714 4326 財前　朋広 ｻﾞｲｾﾞﾝ ﾄﾓﾋﾛ 男性 東京都 27:37.834 14:28 8.69
激坂賞 一般男子715 4353 勝山　佳典 ｶﾂﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 男性 埼玉県 27:37.855 14:28 8.69
激坂賞 一般男子716 2212 江口　智浩 ｴｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 男性 東京都 27:37.868 14:28 8.69
激坂賞 一般男子717 3075 吉田　達夫 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｵ 男性 神奈川県 Pretty PANDA 27:38.968 14:29 8.68
激坂賞 一般男子718 6044 ヤナ 男性 東京都 27:39.446 14:29 8.68
激坂賞 一般男子719 4240 僧都　寿幸 ｿｳｽﾞ ﾄｼﾕｷ 男性 長野県 27:40.852 14:31 8.67
激坂賞 一般男子720 3296 井元　英次 ｲﾓﾄ ｴｲｼﾞ 男性 滋賀県 27:41.336 14:31 8.67
激坂賞 一般男子721 4134 伊藤　健晴 ｲﾄｳ ﾀｹﾊﾙ 男性 静岡県 自転車工房りんりん 27:41.726 14:32 8.67
激坂賞 一般男子722 3275 酒井　一典 ｻｶｲ ｶｽﾞﾉﾘ 男性 長野県 27:44.925 14:35 8.65
激坂賞 一般男子723 3035 吉田　秀男 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 男性 群馬県 27:46.328 14:36 8.64
激坂賞 一般男子724 6306 きびのまき 男性 愛知県 27:46.820 14:37 8.64
激坂賞 一般男子725 6323 松尾　貴宏 ﾏﾂｵ ﾀｶﾋﾛ 男性 愛知県 27:47.606 14:38 8.64
激坂賞 一般男子726 3254 佐野　一郎 ｻﾉ ｲﾁﾛｳ 男性 神奈川県 CS ENDO 27:48.748 14:39 8.63
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カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子727 2312 居福　良紀 ｲﾌｸ ﾖｼｷ 男性 埼玉県 27:48.810 14:39 8.63
激坂賞 一般男子728 3088 高井　芳治 ﾀｶｲ ﾖｼﾊﾙ 男性 神奈川県 27:50.349 14:40 8.62
激坂賞 一般男子729 3287 石川　彰 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ 男性 埼玉県 27:55.683 14:46 8.59
激坂賞 一般男子730 2344 けんつち 男性 長野県 イーライリリー 27:56.625 14:47 8.59
激坂賞 一般男子731 4265 宮崎　真一 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 男性 神奈川県 27:57.039 14:47 8.59
激坂賞 一般男子732 3300 一之瀬　邦彦 ｲﾁﾉｾ ｸﾆﾋｺ 男性 長野県 27:59.632 14:50 8.57
激坂賞 一般男子733 3263 静間　達則 ｼｽﾞﾏ ﾀﾂﾉﾘ 男性 愛知県 28:00.470 14:50 8.57
激坂賞 一般男子734 4321 宮本　昌典 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 男性 群馬県 KC-3 28:01.011 14:51 8.57
激坂賞 一般男子735 4260 渡辺　恭夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｵ 男性 静岡県 28:03.651 14:54 8.55
激坂賞 一般男子736 4272 市川　俊彦 ｲﾁｶﾜ ﾄｼﾋｺ 男性 埼玉県 28:11.418 15:01 8.51
激坂賞 一般男子737 5090 田中　聡一 ﾀﾅｶ ｿｳｲﾁ 男性 奈良県 28:12.019 15:02 8.51
激坂賞 一般男子738 3203 佐藤　哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 男性 東京都 28:12.594 15:03 8.51
激坂賞 一般男子739 4135 島田　誠一 ｼﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁ 男性 長野県 Cycloparadiso 28:14.558 15:05 8.50
激坂賞 一般男子740 4322 中村　賢二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 男性 長野県 28:15.820 15:06 8.49
激坂賞 一般男子741 3279 堀内　英一 ﾎﾘｳﾁ ｴｲｲﾁ 男性 神奈川県 サイクルフリーダム 28:18.083 15:08 8.48
激坂賞 一般男子742 3074 藤原　正城 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｷ 男性 東京都 28:18.570 15:09 8.48
激坂賞 一般男子743 2359 上原　拓実 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 男性 長野県 28:19.268 15:09 8.47
激坂賞 一般男子744 4127 佐藤　右一 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 男性 神奈川県 Route148 28:22.733 15:13 8.46
激坂賞 一般男子745 4304 柳沢　寿裕 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾋﾛ 男性 長野県 28:23.268 15:13 8.45
激坂賞 一般男子746 2314 古澤　慎一 ﾌﾙｻﾜ ｼﾝｲﾁ 男性 埼玉県 28:23.457 15:13 8.45
激坂賞 一般男子747 4162 丸山　健一 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 男性 埼玉県 28:26.516 15:16 8.44
激坂賞 一般男子748 4200 古谷　広志 ﾌﾙﾀﾆ ﾋﾛｼ 男性 兵庫県 28:29.485 15:19 8.42
激坂賞 一般男子749 3221 今村　俊一 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 男性 山梨県 28:31.352 15:21 8.41
激坂賞 一般男子750 4331 小池　薫 ｺｲｹ ｶｵﾙ 男性 東京都 Golosa 28:31.756 15:22 8.41
激坂賞 一般男子751 3235 十三塚登 男性 茨城県 アツギハイスピード 28:35.067 15:25 8.40
激坂賞 一般男子752 4361 山田　誠 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 男性 28:36.462 15:26 8.39
激坂賞 一般男子753 4290 石原　逸司 ｲｼﾊﾗ ｲﾂｼ 男性 愛知県 28:37.234 15:27 8.39
激坂賞 一般男子754 3292 前田　良和 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 男性 神奈川県 温泉卵 28:38.058 15:28 8.38
激坂賞 一般男子755 6116 長塚　涼 ﾅｶﾞﾂｶ ﾘｮｳ 男性 埼玉県 Tuscc11 28:41.145 15:31 8.37
激坂賞 一般男子756 2349 千葉　和太 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾀ 男性 群馬県 28:41.949 15:32 8.36
激坂賞 一般男子757 3057 益子　克明 ﾏｼｺ ｶﾂｱｷ 男性 茨城県 28:43.598 15:34 8.35
激坂賞 一般男子758 6080 田渕　拓哉 ﾀﾌﾞﾁ ﾀｸﾔ 男性 東京都 28:43.617 15:34 8.35
激坂賞 一般男子759 3067 保田　健二 ﾔｽﾀ ｹﾝｼﾞ 男性 大阪府 28:44.149 15:34 8.35
激坂賞 一般男子760 4339 兎本　勇雄 ｳﾓﾄ ｲｻｵ 男性 神奈川県 Team Gruppetto 28:44.395 15:34 8.35
激坂賞 一般男子761 3015 伊藤　伸介 ｲﾄｳ ｼﾝｽｹ 男性 愛知県 28:47.125 15:37 8.34
激坂賞 一般男子762 3058 山田　雅明 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 男性 長野県 小諸村田製作所OB 28:50.001 15:40 8.32
激坂賞 一般男子763 6104 丸山　征也 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾔ 男性 長野県 28:50.664 15:41 8.32
激坂賞 一般男子764 4252 佐織　仁 ｻｵﾘ ﾋﾄｼ 男性 京都府 Passione 28:54.052 15:44 8.30
激坂賞 一般男子765 3239 西森　正和 ﾆｼﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ 男性 神奈川県 Grupetto 28:55.595 15:46 8.30
激坂賞 一般男子766 5132 丸山　智紀 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ 男性 長野県 28:59.887 15:50 8.28
激坂賞 一般男子767 3265 今木　秀樹 ｲﾏｷ ﾋﾃﾞｷ 男性 岐阜県 BIKE EIGHT 29:01.782 15:52 8.27
激坂賞 一般男子768 4332 簑輪　宏一 ﾐﾉﾜ ｺｳｲﾁ 男性 長野県 29:02.254 15:52 8.27
激坂賞 一般男子769 3232 高田　謙二 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 男性 埼玉県 ginji 29:03.876 15:54 8.26
激坂賞 一般男子770 3093 新宅　晃 ｼﾝﾀｸ ｱｷﾗ 男性 愛知県 29:07.933 15:58 8.24
激坂賞 一般男子771 4310 一木　洋介 ｲﾁｷﾞ ﾖｳｽｹ 男性 愛知県 OCA 29:08.949 15:59 8.23
激坂賞 一般男子772 2377 山崎　翔太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 男性 群馬県 高崎経済大学サイクリング部長 29:09.435 15:59 8.23
激坂賞 一般男子773 5002 遠山　正和 ﾄｵﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 男性 東京都 29:11.668 16:02 8.22
激坂賞 一般男子774 1027 工藤　学 ｸﾄﾞｳ ｶﾞｸ 男性 長野県 29:12.838 16:03 8.22
激坂賞 一般男子775 4257 田辺　裕義 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾖｼ 男性 長野県 ユニテックRC 29:14.115 16:04 8.21
激坂賞 一般男子776 3008 沼田　宏徳 ﾇﾏﾀ ﾋﾛﾉﾘ 男性 東京都 29:16.122 16:06 8.20
激坂賞 一般男子777 4250 小口　敦司 ｵｸﾞﾁ ｱﾂｼ 男性 長野県 29:16.248 16:06 8.20
激坂賞 一般男子778 2322 井上　翔太 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 男性 千葉県 29:18.278 16:08 8.19
激坂賞 一般男子779 5056 田中　圭 ﾀﾅｶ ｹｲ 男性 東京都 SY-Nak　雪山組 29:18.872 16:09 8.19
激坂賞 一般男子780 3295 島田　英一郎 ｼﾏﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 男性 神奈川県 29:20.176 16:10 8.18
激坂賞 一般男子781 2352 金杉　駿介 ｶﾅｽｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 男性 宮城県 29:21.801 16:12 8.17
激坂賞 一般男子782 2225 田中 男性 群馬県 高崎経済大学サイクリング部 29:28.795 16:19 8.14
激坂賞 一般男子783 2379 大西　洸平 ｵｵﾆｼ ｺｳﾍｲ 男性 長野県 29:29.237 16:19 8.14
激坂賞 一般男子784 4167 橋本　光弘 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 男性 長野県 29:29.344 16:19 8.14
激坂賞 一般男子785 4115 yoshihoo1 男性 埼玉県 ラスペランッア 29:32.730 16:23 8.12
激坂賞 一般男子786 5153 ヒロ 男性 東京都 STOOH! RACING 29:34.528 16:25 8.11
激坂賞 一般男子787 4342 渡邉　浩一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 男性 長野県 SFIDA　Cycling Team 29:39.279 16:29 8.09
激坂賞 一般男子788 3240 関口　彰 ｾｷｸﾞﾁ ｱｷﾗ 男性 東京都 29:43.103 16:33 8.08
激坂賞 一般男子789 3206 渡辺　義昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 男性 岐阜県 29:44.155 16:34 8.07
激坂賞 一般男子790 4169 棚橋　保之 ﾀﾅﾊｼ ﾔｽﾕｷ 男性 愛知県 29:46.823 16:37 8.06
激坂賞 一般男子791 4285 舩倉　敏彦 ﾌﾅｸﾗ ﾄｼﾋｺ 男性 広島県 29:47.775 16:38 8.05
激坂賞 一般男子792 5147 濱林　順 ﾊﾏﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 男性 愛知県 だいあんず 29:48.684 16:39 8.05



ツール・ド・美ヶ原2022　リザルト

カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子793 3256 小延　裕之 ｺﾉﾌﾞ ﾋﾛﾕｷ 男性 東京都 29:57.958 16:48 8.01
激坂賞 一般男子794 6374 中條　貴志 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 男性 長野県 30:00.091 16:50 8.00
激坂賞 一般男子795 3108 むーさん 男性 佐賀県 30:02.286 16:52 7.99
激坂賞 一般男子796 3102 澤井　康 ｻﾜｲ ﾔｽｼ 男性 神奈川県 Team Shimz 30:07.880 16:58 7.97
激坂賞 一般男子797 5167 国村　晃男 男性 30:12.632 17:03 7.94
激坂賞 一般男子798 2323 パクチーぷかぷかスープ 男性 栃木県 SITCC 30:13.272 17:03 7.94
激坂賞 一般男子799 3272 氏原　貴久男 ｳｼﾞﾊﾗ ｷｸｵ 男性 東京都 30:13.520 17:03 7.94
激坂賞 一般男子800 3105 宮田　徹 ﾐﾔﾀ ﾄｵﾙ 男性 東京都 エリクソン 30:17.828 17:08 7.92
激坂賞 一般男子801 3043 久賀　淳 ﾋｻｶﾞ ｼﾞｭﾝ 男性 神奈川県 30:21.923 17:12 7.90
激坂賞 一般男子802 6301 佐藤　友一郎 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男性 東京都 PrettyPANDA 30:29.267 17:19 7.87
激坂賞 一般男子803 6106 平林　貴亮 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾖｼ 男性 長野県 30:31.273 17:21 7.86
激坂賞 一般男子804 6358 宮田　拓也 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾔ 男性 神奈川県 30:33.719 17:24 7.85
激坂賞 一般男子805 3223 大橋　龍美 ｵｵﾊｼ ﾀﾂﾐ 男性 岐阜県 30:34.922 17:25 7.85
激坂賞 一般男子806 5129 今枝　寛 ｲﾏｴﾀﾞ ｶﾝ 男性 愛知県 尾張トライアスロンクラブ 30:39.719 17:30 7.83
激坂賞 一般男子807 6079 中里　勇大 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 男性 東京都 30:43.282 17:33 7.81
激坂賞 一般男子808 3032 柴田　淳一郎 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 男性 東京都 MIVRO 30:46.374 17:36 7.80
激坂賞 一般男子809 4231 NORI 男性 長野県 30:54.381 17:44 7.77
激坂賞 一般男子810 2510 根本　健作 ﾈﾓﾄ ｹﾝｻｸ 男性 東京都 チームＯＧＣ 30:55.509 17:45 7.76
激坂賞 一般男子811 2356 原　匠吾 ﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 男性 愛知県 曽根サイクリングクラブ 31:02.582 17:53 7.73
激坂賞 一般男子812 3215 長崎　孝徳 ﾅｶﾞｻｷ ﾀｶﾉﾘ 男性 長野県 31:04.455 17:54 7.72
激坂賞 一般男子813 6015 小井手　俊仁 ｺｲﾃﾞ ｼｭﾝｼﾞ 男性 神奈川県 31:16.968 18:07 7.67
激坂賞 一般男子814 4288 柴本　和巳 ｼﾊﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 男性 群馬県 kc-3 31:19.954 18:10 7.66
激坂賞 一般男子815 4138 あらしゅう 男性 長野県 31:21.074 18:11 7.66
激坂賞 一般男子816 5072 中島　進 ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾑ 男性 長野県 31:21.864 18:12 7.65
激坂賞 一般男子817 5012 矢彦沢　清 ﾔﾋｺｻﾞﾜ ｷﾖｼ 男性 長野県 PLUM Racing 自転車部 31:24.994 18:15 7.64
激坂賞 一般男子818 5122 加藤　智樹 ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 男性 愛知県 31:30.507 18:20 7.62
激坂賞 一般男子819 4248 Chika 男性 大阪府 31:38.995 18:29 7.58
激坂賞 一般男子820 2512 たのさん 男性 東京都 Team OGC 31:45.697 18:36 7.56
激坂賞 一般男子821 6030 KSK 男性 神奈川県 31:49.720 18:40 7.54
激坂賞 一般男子822 3103 松本　俊司 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ 男性 群馬県 Team Shimz 31:50.817 18:41 7.54
激坂賞 一般男子823 3112 清水　隆 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 男性 石川県 31:51.030 18:41 7.54
激坂賞 一般男子824 5148 谷口　博隆 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ 男性 茨城県 チームタニグチ 31:56.576 18:47 7.51
激坂賞 一般男子825 4241 岡田　要平 ｵｶﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 男性 茨城県 32:01.072 18:51 7.50
激坂賞 一般男子826 4137 市川　博文 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ 男性 長野県 32:01.100 18:51 7.50
激坂賞 一般男子827 6008 五十嵐　剛史 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ 男性 神奈川県 32:04.571 18:55 7.48
激坂賞 一般男子828 4281 山口　哲生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂｵ 男性 東京都 オダックス埼玉 32:04.991 18:55 7.48
激坂賞 一般男子829 4125 木村　一誠 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 男性 愛知県 32:08.636 18:59 7.47
激坂賞 一般男子830 5137 橋詰　昌洋 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｻﾋﾛ 男性 茨城県 32:12.118 19:02 7.45
激坂賞 一般男子831 4286 永田　隆 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｼ 男性 長野県 32:19.390 19:09 7.43
激坂賞 一般男子832 3005 浅川　雅孝 ｱｻｶﾜ ﾏｻﾀｶ 男性 東京都 32:19.845 19:10 7.42
激坂賞 一般男子833 5158 佐久間　隆男 ｻｸﾏ ﾀｶｵ 男性 福島県 32:25.113 19:15 7.40
激坂賞 一般男子834 6396 竹村　道 ﾀｹﾑﾗ ﾄｵﾙ 男性 神奈川県 32:31.751 19:22 7.38
激坂賞 一般男子835 2228 野呂　優太 ﾉﾛ ﾕｳﾀ 男性 群馬県 32:32.126 19:22 7.38
激坂賞 一般男子836 3065 村上　治 ﾑﾗｶﾐ ｵｻﾑ 男性 京都府 PASSIONE 32:32.141 19:22 7.38
激坂賞 一般男子837 3229 橋本　明 ﾊｼﾓ ｱｷﾗ 男性 新潟県 SilverWindCyclingclub 32:35.678 19:26 7.36
激坂賞 一般男子838 6363 石井　和裕 ｲｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ 男性 東京都 32:38.263 19:28 7.35
激坂賞 一般男子839 3028 中村　明 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 男性 東京都 32:42.410 19:32 7.34
激坂賞 一般男子840 4333 岩井　英則 ｲﾜｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 男性 愛知県 32:46.000 19:36 7.32
激坂賞 一般男子841 4277 鈴木　秀樹 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 男性 群馬県 32:49.879 19:40 7.31
激坂賞 一般男子842 6098 佐藤　文保 ｻﾄｳ ﾌﾐﾔｽ 男性 埼玉県 32:53.112 19:43 7.30
激坂賞 一般男子843 5139 野原　一典 ﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 男性 埼玉県 32:57.987 19:48 7.28
激坂賞 一般男子844 2507 梶間　利彦 ｶｼﾞﾏ ﾄｼﾋｺ 男性 愛知県 Team K&S 33:07.697 19:58 7.24
激坂賞 一般男子845 3087 いっちゃん 男性 栃木県 33:23.488 20:13 7.19
激坂賞 一般男子846 3290 戎　清隆 ｴﾋﾞｽ ｷﾖﾀｶ 男性 愛知県 HCCC 33:24.397 20:14 7.18
激坂賞 一般男子847 4210 山口　純一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男性 埼玉県 33:43.516 20:33 7.12
激坂賞 一般男子848 4164 野崎　悟 ﾉｻﾞｷ ｻﾄﾙ 男性 大阪府 STEC自転車部 33:53.704 20:44 7.08
激坂賞 一般男子849 6099 コテツ 男性 愛知県 33:54.328 20:44 7.08
激坂賞 一般男子850 6386 有賀　克之 ｱﾙｶﾞ ｶﾂﾕｷ 男性 長野県 上伊那Re;cycling 33:54.927 20:45 7.08
激坂賞 一般男子851 3248 田中　宏 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 男性 東京都 うみがめ 34:00.541 20:51 7.06
激坂賞 一般男子852 2511 佐藤　隆夫 ｻﾄｳ ﾀｶｵ 男性 埼玉県 チーム　アイ 34:07.513 20:57 7.03
激坂賞 一般男子853 4124 深澤　幹典 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｷﾉﾘ 男性 埼玉県 34:10.556 21:01 7.02
激坂賞 一般男子854 6317 清水　貴博 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 男性 長野県 34:14.123 21:04 7.01
激坂賞 一般男子855 5162 ジョニー 男性 京都府 STOOH! RACING 34:22.257 21:12 6.98
激坂賞 一般男子856 4329 山中　和哉 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾔ 男性 神奈川県 34:29.329 21:19 6.96
激坂賞 一般男子857 5019 森山　正治 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 男性 愛知県 ミツカンヘトヘトクラブ 34:30.408 21:20 6.96
激坂賞 一般男子858 4355 けそけそ 男性 長野県 長野県庁 34:32.888 21:23 6.95
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カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子859 4301 二木　正樹 ﾌﾀﾂｷﾞ ﾏｻｷ 男性 長野県 www 34:34.885 21:25 6.94
激坂賞 一般男子860 2311 小田　武春 ｵﾀﾞ ﾀｹﾊﾙ 男性 長野県 34:37.806 21:28 6.93
激坂賞 一般男子861 5075 井原　仁志 ｲﾊﾗ ﾋﾄｼ 男性 長野県 34:38.168 21:28 6.93
激坂賞 一般男子862 4279 中山　賢二 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 男性 長野県 34:59.338 21:49 6.86
激坂賞 一般男子863 3079 大阪　英児 ｵｵｻｶ ｴｲｼﾞ 男性 大阪府 たろうズ 35:04.217 21:54 6.84
激坂賞 一般男子864 2368 仲林　司 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 男性 長野県 35:07.037 21:57 6.83
激坂賞 一般男子865 4157 柿崎　茂雄 ｶｷｻﾞｷ ｼｹﾞｵ 男性 愛知県 35:19.577 22:10 6.79
激坂賞 一般男子866 2372 小林　典史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾌﾐ 男性 長野県 おまみる美ヶ原 35:27.134 22:17 6.77
激坂賞 一般男子867 3014 並川　功 ﾅﾐｶﾜ ｲｻｵ 男性 東京都 35:37.241 22:27 6.74
激坂賞 一般男子868 2378 いと氏 男性 群馬県 高崎経済大学サイクリング部 35:47.874 22:38 6.70
激坂賞 一般男子869 3070 ぷーすけ 男性 長野県 Nuts 35:55.561 22:46 6.68
激坂賞 一般男子870 4172 三輪　祐実 ﾐﾜ ﾏｻﾐ 男性 千葉県 ESCA Old Boys 36:08.920 22:59 6.64
激坂賞 一般男子871 2360 そねすけ 男性 静岡県 36:24.853 23:15 6.59
激坂賞 一般男子872 2363 フルゲン タカユキ 男性 東京都 フルゲン タカユキ 36:33.859 23:24 6.56
激坂賞 一般男子873 4226 大岩　幹直 ｵｵｲﾜ ﾐｷﾅｵ 男性 東京都 36:35.193 23:25 6.56
激坂賞 一般男子874 3064 土屋　雅彦 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋｺ 男性 埼玉県 RCラプラシアン 36:36.799 23:27 6.55
激坂賞 一般男子875 5138 原田　奨 ﾊﾗﾀﾞ ｽｽﾑ 男性 長野県 スワンコッテス・ヨロ 36:47.307 23:37 6.52
激坂賞 一般男子876 3048 西澤　芳信 ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 男性 埼玉県 Ｚｅｕｓ 37:09.984 24:00 6.46
激坂賞 一般男子877 4175 こてつどん 男性 神奈川県 37:10.687 24:01 6.46
激坂賞 一般男子878 4338 朝倉　弘樹 ｱｻｸﾗ ﾋﾛｷ 男性 長野県 37:12.294 24:02 6.45
激坂賞 一般男子879 3023 伊香　誠 ｲｺｳ ﾏｺﾄ 男性 東京都 和田サイクルRC 37:15.058 24:05 6.44
激坂賞 一般男子880 6310 根本　猛 ﾈﾓﾄ ﾀｹｼ 男性 東京都 アスリートクラブM 38:08.099 24:58 6.29
激坂賞 一般男子881 5140 オーノ 男性 千葉県 STOOH! RACING 38:17.666 25:08 6.27
激坂賞 一般男子882 5061 清木　孝之 ｾｲｷ ﾀｶﾕｷ 男性 東京都 38:31.357 25:21 6.23
激坂賞 一般男子883 3018 山下　共行 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 男性 長野県 チームがんばらない 38:54.721 25:45 6.17
激坂賞 一般男子884 4346 春原　慎一 ｽﾉﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 男性 千葉県 39:03.735 25:54 6.14
激坂賞 一般男子885 3260 有賀　和広 ｱﾘｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 男性 長野県 39:17.472 26:07 6.11
激坂賞 一般男子886 5093 寺西　望 ﾃﾗﾆｼ ﾉｿﾞﾑ 男性 長野県 寺西特許事務所 39:41.844 26:32 6.05
激坂賞 一般男子887 4313 jun 男性 千葉県 一番坂 39:52.437 26:42 6.02
激坂賞 一般男子888 5052 伴　緑也 ﾊﾞﾝ ﾘｮｸﾔ 男性 長野県 39:53.942 26:44 6.02
激坂賞 一般男子889 4146 坂本　毅 ｻｶﾓﾄ ﾂﾖｼ 男性 神奈川県 40:02.858 26:53 5.99
激坂賞 一般男子890 2346 古川　皓一 ﾌﾙｶﾜ ｺｳｲﾁ 男性 東京都 TUSCC11 40:26.798 27:17 5.93
激坂賞 一般男子891 4289 のんびりダイヤ 男性 栃木県 のんびり行こうぜ 40:27.490 27:17 5.93
激坂賞 一般男子892 4197 もりちゃん 男性 長野県 岡村組 40:44.422 27:34 5.89
激坂賞 一般男子893 5166 中野　基 男性 40:54.355 27:44 5.87
激坂賞 一般男子894 3077 斎藤　隆 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 男性 東京都 41:12.836 28:03 5.82
激坂賞 一般男子895 2522 三沢　悦郎 ﾐｻﾜ ｴﾂﾛｳ 男性 長野県 岡谷山稜会 41:21.361 28:11 5.80
激坂賞 一般男子896 3044 杉田　幸樹 ｽｷﾞﾀ ｺｳｼﾞ 男性 愛知県 RTラプラシアン 41:24.708 28:15 5.80
激坂賞 一般男子897 3082 星野　清司 ﾎｼﾉ ｷﾖｼ 男性 沖縄県 台湾BULL 41:48.952 28:39 5.74
激坂賞 一般男子898 4208 森永　秀 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｹﾞﾙ 男性 埼玉県 42:01.057 28:51 5.71
激坂賞 一般男子899 3068 前田　浩義 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ 男性 愛知県 42:14.694 29:05 5.68
激坂賞 一般男子900 4360 渋谷　剛 ｼﾌﾞﾔ ﾂﾖｼ 男性 東京都 42:17.501 29:07 5.67
激坂賞 一般男子901 3072 内山　一輝 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾃﾙ 男性 東京都 42:18.687 29:09 5.67
激坂賞 一般男子902 3257 宮下　裕史 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛｼ 男性 大阪府 オトコマエ倶楽部 42:37.532 29:28 5.63
激坂賞 一般男子903 4292 齋藤　繁雄 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｵ 男性 埼玉県 鬼滅の 42:44.450 29:34 5.62
激坂賞 一般男子904 4223 岡村　有一 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 男性 埼玉県 42:51.327 29:41 5.60
激坂賞 一般男子905 2358 金田　卓也 ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ 男性 東京都 東京理科大学OB 42:59.211 29:49 5.58
激坂賞 一般男子906 3205 鈴木　正浩 ｽｽﾞｷ　ﾏｻﾋﾛ 男性 長野県 43:04.830 29:55 5.57
激坂賞 一般男子907 2523 浜のヒロチャン 男性 神奈川県 青葉緑風同心 43:15.091 30:05 5.55
激坂賞 一般男子908 3299 高橋　努 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 男性 埼玉県 43:29.682 30:20 5.52
激坂賞 一般男子909 4341 梅村　博和 ｳﾒﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 男性 長野県 43:47.124 30:37 5.48
激坂賞 一般男子910 4319 上地　徹 ｶﾐｼﾞ ﾄｵﾙ 男性 愛知県 西校自転車?楽部 45:08.624 31:59 5.32
激坂賞 一般男子911 3084 五嶋　常二 ｺﾞﾄｳ ﾂﾈｼﾞ 男性 大阪府 五嶋家自転車部 46:07.095 32:57 5.20
激坂賞 一般男子912 2343 尾縣　昂 ｵｶﾞﾀ ﾀｶｼ 男性 神奈川県 46:23.531 33:14 5.17
激坂賞 一般男子913 3091 小野　逸史 ｵﾉ ｲﾂｼ 男性 長野県 無 47:20.499 34:10 5.07
激坂賞 一般男子914 4165 佐野　智哉 ｻﾉ ﾄﾓﾅﾘ 男性 東京都 丸紅株式会社 48:37.289 35:27 4.94
激坂賞 一般男子915 4328 海コワラ 男性 三重県 49:48.813 36:39 4.82
激坂賞 一般男子916 3220 吉田　一弘 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 男性 神奈川県 たかだかフレンド 52:07.513 38:57 4.60
激坂賞 一般男子917 4357 Kinz-cld 男性 山梨県 Kinz-cld 52:58.950 39:49 4.53
激坂賞 一般男子918 6092 齊藤　光秋 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｱｷ 男性 埼玉県 54:57.467 41:47 4.37
激坂賞 一般男子DNS 1006 川村　英樹 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 男性 千葉県
激坂賞 一般男子DNS 1013 宮川　朋史 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ 男性 福井県
激坂賞 一般男子DNS 1014 市川　正赳 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾀｹ 男性 埼玉県
激坂賞 一般男子DNS 1015 中村　充一 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｶｽﾞ 男性 兵庫県 soleil de lest
激坂賞 一般男子DNS 1016 岡　晃邦 ｵｶ ﾃﾙｸﾆ 男性 京都府
激坂賞 一般男子DNS 1029 池田　隆人 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾄ 男性 東京都 ＴＥＡＭ　ＺＷＣ
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カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子DNS 1032 柳原　大樹 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 男性 東京都 Kaleidoscope racing 
激坂賞 一般男子DNS 2206 林　涼介 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 男性 群馬県
激坂賞 一般男子DNS 2230 あまさと 男性 群馬県 高崎経済大学サイクリング部
激坂賞 一般男子DNS 2319 越野　陽介 ｺｼﾉ ﾖｳｽｹ 男性 愛知県
激坂賞 一般男子DNS 2336 小松　海斗 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 男性 東京都 ZGT
激坂賞 一般男子DNS 2365 中山　弘登 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾄ 男性 和歌山県 RC:shirahama
激坂賞 一般男子DNS 2373 やかたそば 男性 千葉県 TEAM 俺が末代
激坂賞 一般男子DNS 2402 栄判定落太郎 男性 長野県 INFINITY
激坂賞 一般男子DNS 2503 一之瀬　正彦 ｲﾁﾉｾ ﾏｻﾋｺ 男性 長野県
激坂賞 一般男子DNS 2509 山田　治 ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾑ 男性 神奈川県 湘南レーシングチーム
激坂賞 一般男子DNS 2519 朽見　真一 ｸﾁﾐ ｼﾝｲﾁ 男性 東京都 70'sサイクリスト?楽部
激坂賞 一般男子DNS 3006 夏井　敬雄 ﾅﾂｲ ﾀｶｵ 男性 岩手県
激坂賞 一般男子DNS 3007 片桐　裕二 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｼﾞ 男性 長野県
激坂賞 一般男子DNS 3017 小林　秀孝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ 男性 長野県 晴輪雨網
激坂賞 一般男子DNS 3019 小野　道夫 ｵﾉ ﾐﾁｵ 男性 埼玉県
激坂賞 一般男子DNS 3020 本城　茂男 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｼｹﾞｵ 男性 大阪府 大泉愛輪会
激坂賞 一般男子DNS 3026 安江　潔 ﾔｽｴ ｷﾖｼ 男性 愛知県 AVANTI
激坂賞 一般男子DNS 3031 おひさま 男性 長野県 おひさま
激坂賞 一般男子DNS 3033 桐田　義雄 ｷﾘﾀ ﾖｼｵ 男性 東京都 FLAT
激坂賞 一般男子DNS 3062 たつや 男性 兵庫県 北大阪サイクリングクラブ
激坂賞 一般男子DNS 3063 中井　登 ﾅｶｲ ﾉﾎﾞﾙ 男性 群馬県
激坂賞 一般男子DNS 3078 久下　弘樹 ｸｹﾞ ﾋﾛｷ 男性 兵庫県 エキップ昴
激坂賞 一般男子DNS 3080 熊倉　常之 ｸﾏｸﾗ ﾂﾈﾕｷ 男性 新潟県
激坂賞 一般男子DNS 3085 花職人 男性 長野県
激坂賞 一般男子DNS 3096 金井　隆司 ｶﾅｲ ﾀｶｼ 男性 長野県 サイクルファーム
激坂賞 一般男子DNS 3097 笹本　寛治 ｻｻﾓﾄ ｶﾝｼﾞ 男性 岐阜県 ＡＹＡ
激坂賞 一般男子DNS 3101 ちょうさん 男性 長野県 満身創痍
激坂賞 一般男子DNS 3113 井原　利幸 ｲﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 男性 静岡県 ホットロード
激坂賞 一般男子DNS 3202 松村　直哉 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵﾔ 男性 兵庫県
激坂賞 一般男子DNS 3211 平林　秋夫 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｷｵ 男性 長野県
激坂賞 一般男子DNS 3212 飯島　快尚 ｲｲｼﾞﾏ ｶｲｼｮｳ 男性 栃木県
激坂賞 一般男子DNS 3222 斉藤　加津彦 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ 男性 神奈川県
激坂賞 一般男子DNS 3226 山邉　覚 ﾔﾏﾍﾞ ｻﾄﾙ 男性 東京都
激坂賞 一般男子DNS 3228 飯田　禎彦 ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 男性 富山県
激坂賞 一般男子DNS 3233 大野　幸一 ｵｵﾉ ｺｳｲﾁ 男性 長野県 チーム　ジャパン
激坂賞 一般男子DNS 3236 小野　文孝 ｵﾉ ﾌﾐﾀｶ 男性 長野県
激坂賞 一般男子DNS 3241 久保田　岳秀 ｸﾎﾞﾀ ｶﾞｸｼｭｳ 男性 長野県 はしれ！いくりん
激坂賞 一般男子DNS 3244 岩田　想 ｲﾜﾀ ｿｳ 男性 京都府 チームかえたろう
激坂賞 一般男子DNS 3245 大塩　洋彦 ｵｵｼｵ ﾋﾛﾋｺ 男性 静岡県
激坂賞 一般男子DNS 3247 松岡　亨 ﾏﾂｵｶ ﾄｵﾙ 男性 大阪府 CLUB GANG
激坂賞 一般男子DNS 3249 岡田　誠 ｵｶﾀﾞ ﾏｺﾄ 男性 東京都
激坂賞 一般男子DNS 3252 西風　勇人 ﾆｼｶｾﾞ ﾊﾔﾄ 男性 長野県
激坂賞 一般男子DNS 3264 小池　和人 ｺｲｹ ｶｽﾞﾄ 男性 長野県 ペンギン２
激坂賞 一般男子DNS 3267 たまねぎ 男性 長野県
激坂賞 一般男子DNS 3274 山野　潤 ﾔﾏﾉ ｼﾞｭﾝ 男性 富山県 富山市民病院
激坂賞 一般男子DNS 3282 今井　照夫 ｲﾏｲ ﾃﾙｵ 男性 埼玉県
激坂賞 一般男子DNS 3283 佐藤　志樹 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ 男性 神奈川県
激坂賞 一般男子DNS 3286 吉松　正喜 ﾖｼﾏﾂ ﾏｻｷ 男性 埼玉県 Pretty PANDA
激坂賞 一般男子DNS 4103 河野　泰 ｺｳﾉ ﾔｽｼ 男性 東京都
激坂賞 一般男子DNS 4119 Doublebass 男性 愛知県
激坂賞 一般男子DNS 4123 佐々木　岳人 ｻｻｷ ﾀｹﾋﾄ 男性 長野県
激坂賞 一般男子DNS 4126 増村　隆史 ﾏｽﾑﾗ ﾀｶｼ 男性 東京都
激坂賞 一般男子DNS 4130 shige_yaamao 男性 長野県
激坂賞 一般男子DNS 4150 佐藤　伸一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 男性 栃木県
激坂賞 一般男子DNS 4163 近藤　祐朗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 男性 東京都 SNEL 
激坂賞 一般男子DNS 4201 藤岡　大介 ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 男性 神奈川県
激坂賞 一般男子DNS 4204 松村　潤 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 男性 埼玉県
激坂賞 一般男子DNS 4215 橋本　耕太朗 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 男性 大阪府 高齢者の会
激坂賞 一般男子DNS 4218 東海林　純一 ｼｮｳｼﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男性 埼玉県 ジュンレーサー
激坂賞 一般男子DNS 4221 林　正和 ﾊﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ 男性 岐阜県
激坂賞 一般男子DNS 4239 堀尾　真一 ﾎﾘｵ ｼﾝｲﾁ 男性 神奈川県 モンテラック
激坂賞 一般男子DNS 4242 米倉　敏浩 ﾖﾈｸﾗ ﾄｼﾋﾛ 男性 愛知県 チーム・ドバッツ
激坂賞 一般男子DNS 4243 アゴ 男性 長野県 Team 萱野高原
激坂賞 一般男子DNS 4246 しんぞ 男性 埼玉県
激坂賞 一般男子DNS 4247 善平　卓司 ｾﾞﾝﾋﾗ ﾀｶｼ 男性 岐阜県 チームぜんひら
激坂賞 一般男子DNS 4254 新井　隆司 ｱﾗｲ ﾀｶｼ 男性 長野県
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カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般男子DNS 4259 三澤　輝雄 ﾐｻﾜ　ﾃﾙｵ 男性 長野県 だべらんなーず
激坂賞 一般男子DNS 4266 奥山　重樹 ｵｸﾔﾏ ｼｹﾞｷ 男性 三重県 Mt,HASE321
激坂賞 一般男子DNS 4269 田部　圭介 ﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 男性 新潟県
激坂賞 一般男子DNS 4271 浅見　貞夫 ｱｻﾐ ｻﾀﾞｵ 男性 埼玉県
激坂賞 一般男子DNS 4273 後藤　徳夫 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘｵ 男性 神奈川県
激坂賞 一般男子DNS 4296 田中　秀行 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 男性 埼玉県
激坂賞 一般男子DNS 4302 高岸　暁生 ﾀｶｷﾞｼ ｱｷｵ 男性 埼玉県 ravin-noire
激坂賞 一般男子DNS 4305 春日井　敏之 ｶｽｶﾞｲ ｻﾄｼ 男性 愛知県
激坂賞 一般男子DNS 4316 猪鹿倉　靖博 ｲｶﾞｸﾗ ﾔｽﾋﾛ 男性 愛知県
激坂賞 一般男子DNS 4323 深澤　紀貴 ﾌｶｻﾞﾜ ﾉﾘﾀｶ 男性 埼玉県
激坂賞 一般男子DNS 4352 田中　亮一 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ 男性 東京都 FLR
激坂賞 一般男子DNS 4358 諏訪　孝浩 ｽﾜ ﾀｶﾋﾛ 男性 東京都 SNEL
激坂賞 一般男子DNS 5006 高木　博和 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 男性 茨城県
激坂賞 一般男子DNS 5007 土橋　正 ﾂﾁﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 男性 長野県
激坂賞 一般男子DNS 5008 石垣　卓哉 ｲｼｶﾞｷ ﾀｸﾔ 男性 沖縄県 石川・橋川サイクル
激坂賞 一般男子DNS 5027 MR.KON 男性 東京都 三鷹市自転車部
激坂賞 一般男子DNS 5032 田中　孝和 ﾀﾅｶ ﾀｶｶｽﾞ 男性 東京都
激坂賞 一般男子DNS 5036 小澤　将樹 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｷ 男性 長野県
激坂賞 一般男子DNS 5042 安斎　裕幸 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 男性 東京都 チームヒロ
激坂賞 一般男子DNS 5053 竹田　宏之 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 男性 東京都 クロロホルム
激坂賞 一般男子DNS 5065 林　浩司 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 男性 長野県
激坂賞 一般男子DNS 5066 まっきー 男性 大阪府 zozonga
激坂賞 一般男子DNS 5086 たけ 男性 長野県 TDK 
激坂賞 一般男子DNS 5089 いなぽん 男性 埼玉県
激坂賞 一般男子DNS 5098 大橋　泰文 ｵｵﾊｼ ﾔｽﾌﾐ 男性 滋賀県
激坂賞 一般男子DNS 5113 星　明彦 ﾎｼ ｱｷﾋｺ 男性 埼玉県 全旅連自転車部
激坂賞 一般男子DNS 5142 緒方　幹夫 ｵｶﾞﾀ ﾐｷｵ 男性 神奈川県
激坂賞 一般男子DNS 5152 水口　徹 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 男性 岐阜県 O-Racing
激坂賞 一般男子DNS 5157 田沢　恭彦 ﾀｻﾞﾜ ﾔｽﾋｺ 男性 群馬県
激坂賞 一般男子DNS 5163 樋口　将志 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 男性 長野県 サイクルショップミツワ
激坂賞 一般男子DNS 6001 田中　敏裕 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 男性 京都府
激坂賞 一般男子DNS 6003 甲田　真一 ｺｳﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 男性 広島県
激坂賞 一般男子DNS 6018 肥田　恭知 ﾋﾀﾞ ﾔｽﾄﾓ 男性 東京都
激坂賞 一般男子DNS 6023 内山　雄太 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾀ 男性 静岡県 Y.U
激坂賞 一般男子DNS 6026 まめすけ 男性 静岡県 Team R3
激坂賞 一般男子DNS 6041 秀島　健太 ﾋﾃﾞｼﾏ ｹﾝﾀ 男性 広島県
激坂賞 一般男子DNS 6051 藤田　竜也 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ 男性 愛知県 インパルス
激坂賞 一般男子DNS 6057 上村　陽輔 ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ 男性 愛知県
激坂賞 一般男子DNS 6066 ゲナ 男性 東京都 Rapha Cycling Club
激坂賞 一般男子DNS 6072 三澤　暁 ﾐｻﾜ ｱｷﾗ 男性 長野県 シャークアイランド
激坂賞 一般男子DNS 6073 後藤　建太 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ 男性 静岡県 熊トレ
激坂賞 一般男子DNS 6101 山田　俊平 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男性 愛知県
激坂賞 一般男子DNS 6124 原　良多 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 男性 福島県
激坂賞 一般男子DNS 6304 千田　竜二 ﾁﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 男性 長野県 チーム糖質過多
激坂賞 一般男子DNS 6308 斉藤　静生 ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｵ 男性 千葉県
激坂賞 一般男子DNS 6318 両角　茂明 ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｹﾞｱｷ 男性 長野県 SRK
激坂賞 一般男子DNS 6322 いーさん 男性 長野県 STOIC ACADEMY
激坂賞 一般男子DNS 6326 髙橋　和寛 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 男性 栃木県
激坂賞 一般男子DNS 6327 福島　博之 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 男性 埼玉県
激坂賞 一般男子DNS 6341 齋藤　清貴 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾀｶ 男性 山形県
激坂賞 一般男子DNS 6344 森田　洋平 ﾓﾘﾀ ﾖｳﾍｲ 男性 東京都 SCC
激坂賞 一般男子DNS 6353 寺脇　広繁 ﾃﾗﾜｷ ﾋﾛｼｹﾞ 男性 富山県
激坂賞 一般男子DNS 6365 岩田　利春 ｲﾜﾀ ﾄｼﾊﾙ 男性 東京都
激坂賞 一般男子DNS 6379 山岸　陸弘 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾁﾋﾛ 男性 長野県 MNJCサイクリングクラブ
激坂賞 一般男子DNS 6381 錦織　史人 ﾆｼｺｵﾘ ﾌﾐﾄ 男性 山梨県
激坂賞 一般男子DNS 6389 藤田　竜也 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ 男性 愛知県
激坂賞 一般男子DNS 6392 辰己　豊 ﾀﾂﾐ ﾕﾀｶ 男性 愛知県
激坂賞 一般男子DNS 6400 猪田　洋 ｲﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 男性 京都府
激坂賞 一般男子DNS 6401 West　Tim ｳｪｽﾄ ﾃｨﾑ 男性 東京都
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