
1 1 池田 隆人 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾄ 39:14.579 ＴＥＡＭ　ＺＷＣ 21.0 -

2 21 布留川 恒太朗 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 39:30.024 天照 20.9 +15.445

3 6 土肥 桂介 ﾄﾋ ｹｲｽｹ 41:20.426 天照 20.0 +2:05.847

4 10 加賀谷 悟 ｶｶﾞﾔ ｻﾄﾙ 41:20.805 ＳＨＯＷＡ．Ｒ．Ｆ 20.0 +2:06.226

5 2 西村 育人 ﾆｼﾑﾗ ｲｸﾄ 41:33.258 19.9 +2:18.679

6 35 野畑 太志 ﾉﾊﾞﾀ ﾀｲｼ 42:07.962 ミネルバーアサヒ 19.6 +2:53.383

7 4 小林 成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 42:36.485 19.4 +3:21.906

8 5 谷古宇 俊典 ﾔｺｳ ﾄｼﾉﾘ 42:52.200 天照ＣＳＴ 19.3 +3:37.621

9 24 笹内 秀法 ｻｻｳﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ 43:23.829 ＭＣＷ×ＮＡＫＡＧＡＷＡ 19.0 +4:09.250

10 13 坂田 繁也 ｻｶﾀ ｼｹﾞﾔ 43:34.587 19.0 +4:20.008

11 38 宇佐美 颯基 ｳｻﾐ ﾊﾔｷ 44:08.348 18.7 +4:53.769

12 14 鈴木 一肇 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄｼ 44:11.231 プロトン伊豆レーシング 18.7 +4:56.652

13 26 猪田 洋 ｲﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 45:09.340 ｃｉｃｌｏ　ｉｐｓｉｌｏｎ 18.3 +5:54.761

14 28 本松 直樹 ﾓﾄﾏﾂ ﾅｵｷ 45:35.946 クラハイ 18.1 +6:21.367

15 20 あべ木 関二 ｱﾍﾞｷ ｶﾝｼﾞ 45:41.469 ＣＳＪＴＴ 18.1 +6:26.890

16 32 中田 雄大 ﾅｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 45:56.399 18.0 +6:41.820

17 22 趙 子勤 ﾁｮｳ ｼｷﾝ 45:56.446 Ｗｅｓｔｅｒｎ　Ｄｉｇｉｔａｌ 18.0 +6:41.867

18 16 畑中 亮治 ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ 46:46.938 17.6 +7:32.359

19 17 蛭田 智啓 ﾋﾙﾀ ﾄｼﾋﾛ 46:48.055 風魔横浜 17.6 +7:33.476

20 33 井上 凌 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 47:47.922 洋楽大好きレーシング 17.3 +8:33.343

21 30 荻野 仁志 ｵｷﾞﾉ ﾋﾄｼ 48:15.481 ＶＩＧＯＲＥ 17.1 +9:00.902

22 23 水村 健大 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾝﾀ 48:16.981 17.1 +9:02.402

23 12 佐々木 均 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 49:28.700 ｖｏｙａｇｅ　ｃｙｃｌｉｎｇ 16.7 +10:14.121

24 31 元良 玲央那 ﾓﾄﾗ ﾚｵﾅ 51:22.907 ＤＥＦ　Ｔｏｕｒｉｎｇ 16.1 +12:08.328

25 7 小山田 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 51:25.317 チームユーキャン 16.1 +12:10.738

26 19 野尻 信也 ﾉｼﾞﾘ ｼﾝﾔ 53:20.188 15.5 +14:05.609

27 36 八代 大智 ﾔｼﾛ ﾀﾞｲﾁ 56:52.895 14.5 +17:38.316

28 3 樋口 泰伸 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ 59:54.239 豆サイ、ちばサイクル 13.8 +20:39.660

29 27 野澤 拓美 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 1:10:01.794 快適なゆるポタ勢 11.8 +30:47.215

30 29 竹田 大樹 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 1:24:19.630 9.8 +45:05.051

31 25 齋藤 繁雄 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｵ 1:52:49.997 遅咲きの弱虫ペダル 7.3 +1:13:35.418

32 11 中山 よしたか ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 2:08:21.751 メトロポリタン坂バカ倶楽部 6.4 +1:29:07.172

DNS 8 市村 貴明 ｲﾁﾑﾗ ﾀｶｱｷ

DNS 9 嘉瀬 峻介 ｶｾ ｼｭﾝｽｹ ＴｈｏｍｐｓｏｎＢｉｋｅｓ

DNS 15 川村 英樹 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 千葉光学
DNS 18 篠崎 勇杜 ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾔﾄ Ｔ－ｓｅｒｖ

DNS 34 鈴木 章弘 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ

DNS 37 湯田 一秀 ﾕﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

Number of records: 38

箱根ヒルクライム2020
チャンピオンクラス リザルト
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム 所属 km/h トップ差

【開催日】2020年10月4日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1



1 39 石田 眞大 ｲｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ 45:01.188 ラバネロ 18.3 -

2 40 松島 煌和 ﾏﾂｼﾏ ｺｳﾜ 46:32.915 ＣＯＷＧＵＭＭＡ 17.7 +1:31.727

3 46 中嶌 共生 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓｵ 48:46.618 ニコオズ 16.9 +3:45.430

4 47 藤野 英志 ﾌｼﾞﾉ ｴｲｼ 54:20.766 横浜高校 15.2 +9:19.578

5 45 東 厚希 ﾋｶﾞｼ ｱﾂｷ 54:20.786 横浜高等学校 15.2 +9:19.598

6 44 木村 伊吹 ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 56:14.770 Ｔｏｈｍａ　Ｔｏｈｋａｉ 14.7 +11:13.582

7 42 室木 尚貴 ﾑﾛｷ ﾅｵﾀｶ 59:05.454 14.0 +14:04.266

8 43 松本 悠暉 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 59:05.840 14.0 +14:04.652

DNS 41 生天目 隼人 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾊﾔﾄ

Number of records: 9

箱根ヒルクライム2020
男子高校生クラス リザルト
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム 所属 km/h トップ差

【開催日】2020年10月4日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1



1 48 風間 大和 ｶｻﾞﾏ ﾔﾏﾄ 48:18.505 ＶＥＮＴＯＳ　ＡＣＴ２ 17.1 -

2 49 宮崎 拓史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 52:29.887 ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ 15.7 +4:11.382

3 50 福田 海響 ﾌｸﾀﾞ ｳｷｮｳ 56:52.223 14.5 +8:33.718

4 130 川代 剛一 ｶﾜｼﾛ ｺｳｲﾁ 1:22:35.665 林中学校 10.0 +34:17.160

Number of records: 4

箱根ヒルクライム2020
男子中学生クラス リザルト
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム 所属 km/h トップ差

【開催日】2020年10月4日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1



1 301 樫木 祥子 ｶｼｷ ｼｮｳｺ 45:56.848 株式会社オーエンス 18.0 -

Number of records: 1

箱根ヒルクライム2020
女子チャンピオンクラス リザルト
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム 所属 km/h トップ差

【開催日】2020年10月4日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1


