
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

信州高山ヒルクライムチャレンジ2022 2022年9月4日

チャンピオンクラス（高校生以上）

氏名カナ 県名年齢
記　　録

（ｸﾞﾛｽﾀｲﾑ）

3 長谷川　武敏 01:03:50.051 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾄｼ 長野県31

1 村田　隆 01:17:48.832 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ 長野県57

2 清水　太人 01:30:09.923 ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾄ 群馬県19

Timing & Result By 計測工房



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

信州高山ヒルクライムチャレンジ2022 2022年9月4日

一般男子A（～29歳）

氏名カナ 県名年齢
記　　録

（ｸﾞﾛｽﾀｲﾑ）

105 斉木　卓也 01:11:47.171 ｻｲｷ ﾀｸﾔ 埼玉県28

102 跡部　一誠 01:11:48.742 ｱﾄﾍﾞ ｲｯｾｲ 長野県19

104 鈴木　篤海 01:11:49.453 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾞﾐ 愛知県22

107 谷中　達郎 01:16:52.224 ﾔﾅｶ ﾀﾂﾛｳ 東京都26

106 向山　晴 01:22:05.495 ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾙ 長野県15

110 勝間田　侑大 01:23:09.906 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 静岡県17

109 吉田　智行 01:23:56.847 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県28

112 森　尊 01:31:14.128 ﾓﾘ ﾀｹﾙ 新潟県16

101 青松　侑生 01:43:47.959 ｱｵﾏﾂ ﾕｳ 長野県18

111 荒木　春太 01:45:56.0810 ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ 長野県17

Timing & Result By 計測工房



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

信州高山ヒルクライムチャレンジ2022 2022年9月4日

一般男子B（30歳～39歳）

氏名カナ 県名年齢
記　　録

（ｸﾞﾛｽﾀｲﾑ）

207 角谷　健吾 01:08:04.631 ｽﾐﾔ ｹﾝｺﾞ 愛知県34

202 大宮　雄紀 01:08:47.342 ｵｵﾐﾔ ﾕｳｷ 愛知県33

229 齊木　拓人 01:10:08.183 ｻｲｷ ﾀｸﾄ 静岡県32

226 小山　祐 01:10:23.354 ｺﾔﾏ ﾕｳ 長野県34

230 川本　達浩 01:10:56.655 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 静岡県33

232 巴　亮太 01:13:50.716 ﾄﾓｴ ﾘｮｳﾀ 愛知県34

231 安達　翼 01:14:26.047 ｱﾀﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 群馬県32

211 山崎　拓也 01:15:18.778 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ 長野県39

201 内山　武史 01:16:18.429 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹｼ 東京都37

212 古川　透 01:17:48.9210 ﾌﾙｶﾜ ﾄｵﾙ 静岡県33

210 三澤　義明フィリップ 01:18:59.3911 ﾐｻﾜ ﾖｼｱｷﾌｨﾘｯﾌﾟ 東京都39

214 江畠　康信 01:23:10.7512 ｴﾊﾞﾀ ﾔｽﾉﾌﾞ 新潟県39

218 大津　純一 01:23:57.1213 ｵｵﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新潟県33

205 金井　広太 01:24:33.3114 ｶﾅｲ ｺｳﾀ 長野県36

219 阿部　剛久 01:24:38.7015 ｱﾍﾞ ﾀｹﾋｻ 長野県34

208 甲斐村　拓海 01:27:46.6116 ｶｲﾑﾗ ﾀｸﾐ 東京都32

221 清水　天平 01:29:17.2517 ｼﾐｽﾞ ﾃﾝﾍﾟｲ 長野県36

203 田中　岳 01:33:00.0518 ﾀﾅｶ ｶﾞｸ 愛知県32

206 市川　太一 01:37:19.4719 ｲﾁｶﾜ ﾀｲﾁ 長野県39

228 米田　知也 01:37:22.5820 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓﾔ 長野県37

209 本多　淳也 01:38:37.4421 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 京都府37

216 佐藤　勝彦 01:39:19.4222 ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ 長野県36

204 山田　俊平 01:50:32.3223 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 愛知県36

227 後藤　慶介 01:51:14.0524 ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ 神奈川県34

217 鈴木　亮裕 01:58:29.6325 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 長野県37

215 羽田　啓祐 02:13:05.6326 ﾊﾈﾀﾞ ｹｲｽｹ 長野県36

Timing & Result By 計測工房



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

信州高山ヒルクライムチャレンジ2022 2022年9月4日

一般男子C（40歳～49歳）

氏名カナ 県名年齢
記　　録

（ｸﾞﾛｽﾀｲﾑ）

350 永岩　哲美 01:06:09.571 ﾅｶﾞｲﾜ ﾃﾂﾐ 愛知県43

342 太田　好政 01:11:02.822 ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ 東京都44

309 板倉　晃 01:11:24.563 ｲﾀｸﾗ ｱｷﾗ 長野県44

357 﨤町　直樹 01:11:48.224 ｿﾘﾏﾁ ﾅｵｷ 長野県42

308 小宮　貴裕 01:13:07.275 ｺﾐﾔ ﾀｶﾋﾛ 千葉県43

306 後藤　朋幸 01:15:03.676 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 愛知県41

334 清野　彰久 01:18:26.187 ｷﾖﾉ ｱｷﾋｻ 埼玉県46

337 永澤　隆 01:19:05.048 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶｼ 長野県42

351 山本　詠史 01:19:12.429 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ 東京都43

355 丸山　和徳 01:19:14.1610 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 長野県48

349 新宅　孝一 01:23:00.1911 ｼﾝﾀｸ ｺｳｲﾁ 大阪府44

353 金児　敏之 01:23:29.8512 ｶﾈｺ ﾄｼﾕｷ 長野県40

302 越田　真二 01:24:01.1413 ｺｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 長野県41

333 鈴木　悟 01:24:05.3914 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 茨城県44

313 寺村　英雄 01:24:22.5315 ﾃﾗﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 長野県47

324 桑野　誉之 01:25:55.8416 ｸﾜﾉ ﾔｽﾕｷ 長野県42

311 畑山　真吾 01:26:37.7717 ﾊﾀﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 長野県44

346 向山　伸二 01:28:35.4418 ﾑｶｲﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 長野県43

341 渡辺　和生 01:30:02.4419 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 茨城県49

312 中條　旭 01:30:06.8920 ﾅｶｼﾞｮｳ ｱｷﾗ 長野県43

348 植囿　剛一 01:30:25.9121 ｳｴｿﾞﾉ ﾖｼｶｽﾞ 東京都46

320 小川　憲一 01:31:10.6522 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 愛知県47

356 宮下　順 01:31:15.2823 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝ 長野県46

347 山口　潤 01:33:50.5424 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 長野県47

336 那須　喜行 01:34:09.4925 ﾅｽ ﾖｼﾕｷ 長野県48

340 黒岩　孝広 01:37:27.9026 ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾋﾛ 長野県43

305 佐藤　英幸 01:38:18.1127 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野県45

345 米田　雄祐 01:38:21.4028 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京都42

322 山岸　陸弘 01:40:23.0029 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾁﾋﾛ 長野県44

316 赤尾　英世 01:40:23.6730 ｱｶｵ ﾋﾃﾞﾖ 長野県48

310 小林　俊介 01:42:03.6331 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 新潟県46

335 宮島　正行 01:42:25.2232 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ 長野県46

318 滝田　圭 01:42:40.6833 ﾀｷﾀ ｹｲ 茨城県44

304 渡邉　傑 01:49:20.8934 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｸﾞﾙ 長野県41

303 大島　大助 01:54:18.4335 ｵｵｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 長野県47

323 羽重田　政之 01:55:05.2636 ﾊﾌﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 長野県49

328 林　誠記 01:57:37.7037 ﾊﾔｼ ｾｲｷ 長野県45

339 和田　圭二 01:58:40.0738 ﾜﾀﾞ ｹｲｼﾞ 長野県45

301 小川　二木夫 01:59:30.4439 ｵｶﾞﾜ ﾌｷｵ 東京都40

315 高橋　哲 01:59:54.7140 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 長野県49

321 進藤　剛洋 02:10:49.2741 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 東京都47

354 遠山　寛道 02:11:14.5542 ﾄｵﾔﾏ ﾋﾛﾐﾁ 長野県44

343 和田　敏尚 02:11:23.8843 ﾜﾀﾞ ﾄｼﾅｵ 愛知県45

314 吉田　篤明 02:13:01.6844 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞｱｷ 愛知県48

330 川上　徹宗 02:20:02.2345 ｶﾜｶﾐ ﾃｯｼｭｳ 新潟県49

352 山岸　丈夫 02:39:27.2546 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹｵ 長野県43

307 鈴木　真宏 02:48:24.7647 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 長野県49

331 中島　慶 02:53:48.3048 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲ 長野県40

Timing & Result By 計測工房



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

信州高山ヒルクライムチャレンジ2022 2022年9月4日

一般男子D（50歳～59歳）

氏名カナ 県名年齢
記　　録

（ｸﾞﾛｽﾀｲﾑ）

436 久保田　新一 01:06:57.141 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 群馬県50

419 鈴木　誠 01:12:08.422 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 埼玉県52

408 鈴沖　弘行 01:17:49.583 ｽｽﾞｵｷ ﾋﾛﾕｷ 愛知県52

438 田中　聖史 01:17:52.254 ﾀﾅｶ ｾｲｼ 愛知県54

435 寺本　知史 01:22:45.075 ﾃﾗﾓﾄ ｻﾄｼ 千葉県52

405 持田　雅明 01:25:44.356 ﾓﾁﾀﾞ ﾏｻｱｷ 埼玉県54

425 鍛治　忠和 01:26:15.467 ｶｼﾞ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 富山県57

420 久保田　克文 01:26:48.868 ｸﾎﾞﾀ ｶﾂﾌﾐ 長野県59

413 小林　達也 01:27:45.719 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 長野県53

402 深谷　浩平 01:27:53.1710 ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ 長野県54

416 齋藤　直巳 01:27:56.2211 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐ 長野県52

428 佐藤　信利 01:27:56.7812 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾄｼ 群馬県53

441 荒木　健二 01:29:12.8713 ｱﾗｷ ｹﾝｼﾞ 長野県53

412 藤野　崇之 01:29:26.0514 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 東京都53

404 桜井　千寛 01:30:46.6815 ｻｸﾗｲ ﾁﾋﾛ 長野県56

426 田口　雅士 01:31:27.7716 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ 長野県54

431 洞澤　昇 01:31:40.6117 ﾎﾗｻﾜ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県52

409 重田　利靖 01:33:20.6018 ｼｹﾞﾀ ﾄｼﾔｽ 長野県53

411 泉　一成 01:33:56.8619 ｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾅﾘ 長野県57

401 小山　稔 01:34:45.7620 ｺﾔﾏ ﾐﾉﾙ 長野県50

406 田中　一祥 01:35:01.9021 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾖｼ 長野県55

421 藤牧　靖次 01:35:30.4722 ﾌｼﾞﾏｷ ﾔｽｼﾞ 長野県55

424 酒井　宏和 01:39:57.0123 ｻｶｲ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県59

429 松原　明彦 01:40:07.4324 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾋｺ 東京都54

407 猪狩　孝 01:40:30.5725 ｲｶﾞﾘ ﾀｶｼ 東京都53

414 滝沢　順彰 01:44:27.0626 ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾘｱｷ 長野県52

418 市川　幸洋 01:45:35.7027 ｲﾁｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 長野県55

403 田尻　敏之 01:55:35.9728 ﾀｼﾞﾘ ﾄｼﾕｷ 長野県50

415 大栗　弘 02:02:48.9229 ｵｵｸﾞﾘ ﾋﾛｼ 長野県50

417 安田　勝徳 02:08:04.4330 ﾔｽﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 茨城県55

410 田尻　政男 02:11:20.4931 ﾀｼﾞﾘ ﾏｻｵ 長野県53

422 大竹　昭浩 02:11:39.6932 ｵｵﾀｹ ｱｷﾋﾛ 長野県59

432 田中　日世志 02:22:17.6933 ﾀﾅｶ ﾋﾖｼ 東京都54

423 橋本　光弘 02:25:58.0534 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 長野県54

433 清水　一人 02:31:22.7735 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 群馬県50

Timing & Result By 計測工房



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

信州高山ヒルクライムチャレンジ2022 2022年9月4日

一般男子E（60歳～）

氏名カナ 県名年齢
記　　録

（ｸﾞﾛｽﾀｲﾑ）

515 布施　浩三 01:13:43.841 ﾌｾ ｺｳｿﾞｳ 新潟県61

520 岡田　隆司 01:14:15.992 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 富山県62

513 盛岡　正男 01:26:01.873 ﾓﾘｵｶ ﾏｻｵ 福井県63

501 五反田　光芳 01:29:17.434 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ 岐阜県67

506 北原　博人 01:29:59.675 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛﾄ 長野県60

502 西部　忠司 01:32:07.326 ﾆｼﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 兵庫県63

504 湯本　和茂 01:32:19.107 ﾕﾓﾄ ｶｽﾞｼｹﾞ 長野県60

522 野村　清 01:33:03.488 ﾉﾑﾗ ｷﾖｼ 長野県65

511 山本　洋明 01:34:02.029 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 静岡県60

516 井上　隆 01:35:51.3910 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 静岡県61

519 瀧澤　正彦 01:36:23.4011 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 石川県64

521 武本　晃 01:47:21.2512 ﾀｹﾓﾄ ｱｷﾗ 愛知県60

514 神倉　稔 01:50:16.0213 ｶﾐｸﾗ ﾐﾉﾙ 群馬県68

508 寺澤　啓明 01:58:06.0014 ﾃﾗｻﾜ ﾋﾛｱｷ 長野県60

517 小林　公明 01:59:58.8415 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾒｲ 神奈川県62

510 千葉　隆 02:01:47.1016 ﾁﾊﾞ ﾀｶｼ 長野県65

512 親松　博之 02:03:18.3317 ｵﾔﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 長野県61

518 景井　英一 02:04:10.8418 ｶｹﾞｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 長野県60

505 前田　浩義 02:40:29.6919 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ 愛知県61

Timing & Result By 計測工房



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

信州高山ヒルクライムチャレンジ2022 2022年9月4日

一般女子（高校生以上）

氏名カナ 県名年齢
記　　録

（ｸﾞﾛｽﾀｲﾑ）

605 藤牧　功子 01:34:59.091 ﾌｼﾞﾏｷ ﾉﾘｺ 長野県48

606 村本　綾香 01:43:30.932 ﾑﾗﾓﾄ ﾘｮｳｺ 石川県36

603 寺澤　弓美子 01:55:23.883 ﾃﾗｻﾜ ﾕﾐｺ 長野県56

607 野村　祐子 02:24:49.544 ﾉﾑﾗ ﾕｳｺ 長野県62

602 後藤　奈保子 02:27:37.185 ｺﾞﾄｳ ﾅｵｺ 愛知県41

601 児玉　真梨子 02:29:17.926 ｺﾀﾞﾏ ﾏﾘｺ 東京都40

604 太田　千恵 02:31:02.877 ｵｵﾀ ﾁｴ 長野県38

Timing & Result By 計測工房


