
1 6017 岡田 隆司 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 49:29.064 16.7 -

2 6012 高田 八州夫 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽｵ 52:50.322 丸子橋ろーどくらぶ 15.6 +3:21.258

3 6007 高山 信行 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 53:33.318 トライアスロンチーム　サブ３ 15.4 +4:04.254

4 6010 杉本 正寿 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 58:02.083 まっこちゃんレーシング 14.2 +8:33.019

5 6005 高田 昭 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ 59:48.888 チームマリアローザ 13.8 +10:19.824

6 6011 郷野 進 ｺﾞｳﾉ ｽｽﾑ 1:01:41.100 チーム・Ｙ 13.4 +12:12.036

7 6018 渡辺 照彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙﾋｺ 1:01:48.494 13.3 +12:19.430

8 6006 木本 佳秀 ｷﾓﾄ ﾖｼﾋﾃﾞ 1:03:00.763 湯ノ岳仙人 13.1 +13:31.699

9 6015 山本 正和 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 1:09:39.021 11.8 +20:09.957

10 6008 浅野 博 ｱｻﾉ ﾋﾛｼ 1:09:39.814 トップギア 11.8 +20:10.750

11 6002 近藤 健 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 1:09:42.928 11.8 +20:13.864

12 6004 工 裕二 ﾀｸﾐ ﾕｳｼﾞ 1:11:16.306 鎌倉走友会 11.6 +21:47.242

13 6014 木下 尚行 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾕｷ 1:13:36.900 たかだフレンド 11.2 +24:07.836

14 6003 赤羽 永寿 ｱｶﾊﾈ ｴｲｼﾞｭ 1:22:01.626 10.0 +32:32.562

15 6016 室屋 透 ﾑﾛﾔ ﾄｵﾙ 1:27:16.830 9.4 +37:47.766

16 6009 望月 昇 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 1:29:50.099 シクロクラブ 9.2 +40:21.035

17 6013 新井 智博 ｱﾗｲ ﾄﾓﾋﾛ 1:35:56.978 8.6 +46:27.914

18 6001 伊香 誠 ｲｺｳ ﾏｺﾄ 1:38:10.920 和田サイクルｒｃ 8.4 +48:41.856

19 6019 関口 秀紀 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 1:38:48.482 8.3 +49:19.418

20 6020 清水 敏光 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾐﾂ 1:50:17.056 7.5 +1:00:47.992

Number of records: 20

箱根ヒルクライム2020
男子60歳以上クラス 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



1 325 柴田 里美 ｼﾊﾞﾀ ｻﾄﾐ 52:34.767 15.7 -

2 313 白崎 芙美子 ｼﾗｻｷ ﾌﾐｺ 54:59.224 15.0 +2:24.457

3 329 今野 真菜 ｺﾝﾉ ﾏﾅ 55:00.267 エンドウ商会 15.0 +2:25.500

4 302 木下 友梨菜 ｷﾉｼﾀ ﾕﾘﾅ 57:18.966 14.4 +4:44.199

5 315 築城 光恵 ﾂｲｷ ﾐﾂｴ 58:52.552 バイシクルフェローとＥＭＵ 14.0 +6:17.785

6 323 小野 響子 ｵﾉ ｷｮｳｺ 59:35.803 13.8 +7:01.036

7 324 幸城 はるか ｺｳｼﾛ ﾊﾙｶ 1:00:08.279 チームワオキツネザル 13.7 +7:33.512

8 318 川上 京 ｶﾜｶﾐ ﾐﾔｺ 1:01:35.654 13.4 +9:00.887

9 309 山口 優子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ 1:03:06.115 ＷＶＣＣ 13.1 +10:31.348

10 330 中村 葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 1:05:19.865 Ｕ２　ＢＩＫＥＳ 12.6 +12:45.098

11 327 上釜 晶子 ｳｴｶﾞﾏ ｱｷｺ 1:05:56.564 W.V.R.T 12.5 +13:21.797

12 312 原 睦 ﾊﾗ ﾑﾂﾐ 1:06:09.869 12.5 +13:35.102

13 311 末吉 多恵 ｽｴﾖｼ ﾀｴ 1:06:22.658 12.4 +13:47.891

14 319 田中 真紀子 ﾀﾅｶ ﾏｷｺ 1:06:58.947 なるしまフレンド 12.3 +14:24.180

15 306 山田 貴子 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｺ 1:12:19.771 ＷＶＣＣ 11.4 +19:45.004

16 303 中島 富士子 ﾅｶｼﾏ ﾌｼﾞｺ 1:14:44.193 東村山走ろう会 11.0 +22:09.426

17 316 橘 静香 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｽﾞｶ 1:15:04.490 11.0 +22:29.723

18 308 松島 静香 ﾏﾂｼﾏ ｼｽﾞｶ 1:15:44.529 松島ミート株式会社 10.9 +23:09.762

19 328 市村 まどか ｲﾁﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 1:19:19.545 ＴｅａｍＧＯＣＨＩ 10.4 +26:44.778

20 320 田中 千絵 ﾀﾅｶ ﾁｴ 1:20:51.092 10.2 +28:16.325

21 326 鈴木 瑞帆 ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞﾎ 1:23:33.255 9.9 +30:58.488

22 304 竹田 祐子 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｺ 1:26:41.307 ＢＥＸ　ＩＳＯＹＡ 9.5 +34:06.540

23 317 横畠 花歩 ﾖｺﾊﾞﾀｹ ｶﾎ 1:42:27.142 8.0 +49:52.375

24 321 加賀 由果 ｶｶﾞ ﾕｶ 1:47:24.915 7.7 +54:50.148

DNS 305 齋藤 美紀 ｻｲﾄｳ ﾐｷ ＲＢＲＧ自転車部
DNS 307 嶺山 万紀子 ﾐﾈﾔﾏ ﾏｷｺ 寅組
DNS 310 三潴 弘美 ﾐｽﾞﾏ ﾋﾛﾐ ＴｅａｍＧＯＣＨＩ

DNS 314 森 多恵子 ﾓﾘ ﾀｴｺ

DNS 322 舟山 杏子 ﾌﾅﾔﾏ ｷｮｳｺ

DNS OPN 森 悠希 ﾓﾘ ﾕｳｷ High Ambition女子サイクリングアカデミー -

Number of records: 30

箱根ヒルクライム2020
女子一般クラス 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



1 145 井原 徳幸 ｲﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 52:53.588 大泉愛輪会 15.6 -

2 147 デュキリン ナザエル ﾃﾞｭｷﾘﾝ ﾅｻﾞｴﾙ 58:53.681 パッジャック　トウキョウ 14.0 +6:00.093

3 135 渡辺 源 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝ 1:00:15.408 ＢＯＵＮＣＥ 13.7 +7:21.820

4 136 三品 喬弘 ﾐｼﾅ ﾀｶﾋﾛ 1:03:43.631 Ｈｏｎｇ　ＦＢｉ 12.9 +10:50.043

5 138 生形 憲市郎 ｳﾌﾞｶﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 1:08:33.130 テノンシステムコンサルティング 12.0 +15:39.542

6 141 澤本 亘 ｻﾜﾓﾄ ﾜﾀﾙ 1:10:27.302 11.7 +17:33.714

7 140 上田 邦雄 ｳｴﾀﾞ ｸﾆｵ 1:17:41.236 ＲＲＴ 10.6 +24:47.648

8 144 春日 敦史 ｶｽｶﾞ ｱﾂｼ 1:20:20.892 10.3 +27:27.304

9 143 野津 厚 ﾉﾂﾞ ｱﾂｼ 1:43:57.760 7.9 +51:04.172

DNS 137 倉林 政幸 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ チームＪａｍ
DNS 139 大内 聡 ｵｵｳﾁ ｻﾄｼ

DNS 142 堀田 信 ﾎｯﾀ ｼﾝ ナミビアプロジェクト
DNS 146 西村 末吉 ﾆｼﾑﾗ ｽｴﾖｼ

Number of records: 13

箱根ヒルクライム2020
男子フラットバークラス 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



1 148 赤間 美智 ｱｶﾏ ﾐｻﾄ 1:34:51.842 8.7 -

Number of records: 1

箱根ヒルクライム2020
女子フラットバークラス 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



1 131 河野 栄治 ｺｳﾉ ｴｲｼﾞ 1:03:10.134 シクロモトハラ 13.1 -

Number of records: 1

箱根ヒルクライム2020
男子シングルフリークラス 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



1 201 渡邊 真和/渡邊 雄太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 55:20.321 14.9 -

2 202 栗原 健/須田 皐太 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝ/ｽﾀﾞ ｺｳﾀ 57:45.575 アイカツ自転車部 14.3 +2:25.254

Number of records: 2

箱根ヒルクライム2020
ペアクラス男子 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



1 211 中川 岳治/中川 妙子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹﾊﾙ/ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｴｺ 1:02:50.329 ＲＳＣＣ 13.1 -

2 204 大坪 真里子/大坪 諭史 ｵｵﾂﾎﾞ ﾏﾘｺ/ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾄｼ 1:05:26.997 マタギ夫婦 12.6 +2:36.668

3 209 佐藤 剛/佐藤 依子 ｻﾄｳ ｺﾞｳ/ｻﾄｳ ﾖﾘｺ 1:12:40.911 ＳＮＥＬ 11.3 +9:50.582

4 208 島袋 なるみ/山田 悠太 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾅﾙﾐ/ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 1:15:04.649 レッガーレ 11.0 +12:14.320

OPN 203 中村 安夫/渡部 真理子 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｵ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ 1:15:36.087 ジャングル　パレス 10.9 -

5 212 山﨑 諒子/西嶋 傑 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｺ/ﾆｼｼﾞﾏ ｽｸﾞﾙ 1:18:38.032 ｔｅａｍ　Ｄｋｙ 10.5 +15:47.703

6 214 深澤 留佳/山本 莉央 ﾌｶｻﾜ ﾙｶ/ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ 1:22:16.137 やまもと組 10.0 +19:25.808

7 206 佐藤 哲也/猪俣 淳子 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ/ｲﾉﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺ 1:22:38.243 10.0 +19:47.914

8 207 白坂 僚/浦　遊 ｼﾗｻｶ ﾘｮｳ/ｳﾗ ﾕｳ 1:25:03.993 ペアーズ 9.7 +22:13.664

9 213 石原 詩織/石原 啓 ｲｼﾊﾗ ｼｵﾘ/ｲｼﾊﾗ ﾋﾗｸ 1:33:29.520 杉山サイクル 8.8 +30:39.191

10 205 関 潔志/関 恵子 ｾｷ ｷﾖｼ/ｾｷ ｹｲｺ 1:34:04.243 8.8 +31:13.914

11 210 大脇 康政/大脇 陽子 ｵｵﾜｷ ﾔｽﾏｻ/ｵｵﾜｷ ﾖｳｺ 1:35:37.407 チームパンダ 8.6 +32:47.078

Number of records: 12

箱根ヒルクライム2020
ペアクラス男女 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


