
1 6030 芹川 研一 セリカワ ケンイチ 49:27.903 16.7 -

2 6022 岡田 隆司 オカダ タカシ 50:22.068 16.4 +54.165

3 6026 齊藤 日出樹 サイトウ ヒデキ 57:27.302 ＭＩＶＲＯ 14.4 +7:59.399

4 6023 若松 桜男 ワカマツ サクラオ 57:31.419 たかだフレンド 14.3 +8:03.516

5 6016 木口 勝海 キグチ カツミ 57:48.650 クッキーモンスター 14.3 +8:20.747

6 6009 井上 雅洋 イノウエ マサヒロ 58:21.080 湘南レーシングチーム 14.1 +8:53.177

7 6015 立川 満 タチカワ ミツル 1:01:31.286 ラバネロ 13.4 +12:03.383

8 6008 高田 昭 タカダ アキラ 1:02:58.072 チームマリアローザ 13.1 +13:30.169

9 6011 木本 佳秀 キモト ヨシヒデ 1:03:15.091 湯の岳仙人 13.0 +13:47.188

10 6017 戸辺 徹 トベ トオル 1:03:38.650 13.0 +14:10.747

11 6014 郷野 進 ゴウノ ススム 1:03:49.166 チームＹ 12.9 +14:21.263

12 6025 渡辺 照彦 ワタナベ テルヒコ 1:05:21.502 12.6 +15:53.599

13 6006 高田 晋司 タカダ シンジ 1:05:22.404 カミハギ名城オールランナー５６ 12.6 +15:54.501

14 6028 高橋 美樹 タカハシ ヨシキ 1:09:48.278 11.8 +20:20.375

15 6002 近藤 健 コンドウ タケシ 1:14:08.064 11.1 +24:40.161

16 6024 篠原 泰弘 シノハラ ヤスヒロ 1:14:55.634 11.0 +25:27.731

17 6004 毛内 昭彦 モウナイ アキヒコ 1:16:28.322 10.8 +27:00.419

18 6020 木下 尚行 キノシタ タカユキ 1:17:22.962 たかだフレンド 10.7 +27:55.059

19 6010 田前 正博 タマエ マサヒロ 1:22:56.810 9.9 +33:28.907

20 6019 長谷川 正悟 ハセガワ ショウゴ 1:25:40.072 9.6 +36:12.169

21 6018 新井 智博 アライ トモヒロ 1:27:35.865 9.4 +38:07.962

22 6027 関口 秀紀 セキグチ ヒデキ 1:29:09.396 9.2 +39:41.493

23 6005 米山 昌二 ヨネヤマ マサジ 1:29:11.111 チーム辻堂 9.2 +39:43.208

24 6029 松下 和隆 マツシタ カズタカ 1:35:12.209 8.6 +45:44.306

25 6013 望月 昇 モチヅキ ノボル 1:37:00.614 シクロクラブ 8.5 +47:32.711

26 6001 伊香 誠 イコウ マコト 1:49:39.618 和田サイクル 7.5 +1:00:11.715

27 901 影山ヒロノブ カゲヤマ　ヒロノブ 2:03:00.115 6.7 +1:13:32.212

DNS 6003 丸山 満博 マルヤマ ミツヒロ モンテラック
DNS 6007 福田 高之 フクダ タカユキ ＦＴＣ

DNS 6012 助川 修 スケガワ オサム 三菱電機（株）郡山工場
DNS 6021 三橋 紀男 ミツハシ ノリオ 紀文工房

Number of records: 31

箱根ヒルクライム2021
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】2021年10月3日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1



1 325 木下 友梨菜 キノシタ ユリナ 51:39.709 16.0 -

2 310 稲守 由里佳 イナモリ ユリカ 55:06.838 チーム　わか 15.0 +3:27.129

3 312 築城 光恵 ツイキ ミツエ 55:07.459 フェロー／ＥＭＵ 15.0 +3:27.750

4 329 鈴木 友佳子 スズキ ユカコ 56:28.794 ＭＩＶＲＯ 14.6 +4:49.085

5 306 廣瀬 博子 ヒロセ ヒロコ 57:02.388 サイタマサイクルプロジェクト 14.5 +5:22.679

6 319 小野 響子 オノ キョウコ 58:42.009 ｔｅａｍ　ＺＥＲＯ 14.1 +7:02.300

7 316 川野 弥奈美 カワノ ミナミ 59:08.587 ちーむおすし 13.9 +7:28.878

8 322 久保田 美紀 クボタ ミキ 59:59.474 ＶＩＧＯＲＥ 13.8 +8:19.765

9 311 早福 佳乃子 ソウフク カノコ 1:00:22.752 ゆるライド 13.7 +8:43.043

10 341 齋藤　真梨子 サイトウ　マリコ 1:01:12.529 平日温泉ライダース 13.5 +9:32.820

11 308 山口 優子 ヤマグチ ユウコ 1:01:54.888 Ｗ．Ｖ．Ｃ．Ｃ． 13.3 +10:15.179

12 313 正田 萌美 ショウダ メグミ 1:03:55.490 チームぼんじりさん 12.9 +12:15.781

13 339 苅田　磨己 カリタ　マミ 1:04:12.407 ＨｉｇｈＡｍｂｉｔｉｏｎ 12.8 +12:32.698

14 304 末吉 多恵 スエヨシ タエ 1:04:13.752 12.8 +12:34.043

15 307 松島 静香 マツシマ シズカ 1:04:38.462 松島ミート株式会社 12.8 +12:58.753

16 323 米沢 文 ヨネザワ フミ 1:05:11.920 ＷＶＣＣ 12.6 +13:32.211

17 326 西本 妙子 ニシモト タエコ 1:07:51.428 12.2 +16:11.719

18 321 市村 まどか イチムラ マドカ 1:08:48.298 ＴｅａｍＧＯＣＨＩ 12.0 +17:08.589

19 301 山田 貴子 ヤマダ タカコ 1:09:16.122 ＷＶＣＣ 11.9 +17:36.413

20 330 日置 恵美 ヒキ エミ 1:09:59.310 11.8 +18:19.601

21 305 田中 真紀子 タナカ マキコ 1:10:03.103 なるしまフレンド 11.8 +18:23.394

22 320 青山 麻衣子 アオヤマ マイコ 1:13:04.138 ＷＶＣＣ 11.3 +21:24.429

23 333 菅原 彩 スガワラ アヤ 1:13:06.169 11.3 +21:26.460

24 309 中島 富士子 ナカシマ フジコ 1:14:39.833 東村山走ろう会 11.0 +23:00.124

25 324 中村 葵 ナカムラ アオイ 1:15:43.287 ＨｉｇｈＡｍｂｉｔｉｏｎ 10.9 +24:03.578

26 317 柴崎 真生 シバサキ マオ 1:17:04.752 10.7 +25:25.043

27 336 ミシュク キンガ ミシュク キンガ 1:18:17.509 10.5 +26:37.800

28 314 春日 奈津美 カスガ ナツミ 1:18:49.049 10.5 +27:09.340

29 335 斎藤 瑞穂 サイトウ ミズホ 1:19:45.170 10.3 +28:05.461

30 337 土屋 心優 ツチヤ ミユ 1:21:03.748 正則高等学校 10.2 +29:24.039

31 327 高塚 香織 タカツカ カオリ 1:23:35.575 9.9 +31:55.866

32 328 森 ディオナ モリ ディオナ 1:25:15.157 9.7 +33:35.448

33 334 水田 晴代 ミズタ ハルヨ 1:36:53.985 8.5 +45:14.276

34 315 大脇 陽子 オオワキ ヨウコ 1:37:08.259 8.5 +45:28.550

35 318 加賀 由果 カガ ユカ 1:37:47.650 さぎりこロードバイクちゃんねる 8.4 +46:07.941

36 708 三輪 あい莉 ミワ アイリ 1:46:13.068 7.7 +54:33.359

DNF 338 細川 芙優華 ホソカワ フユカ ＳＯＷＡＫＡ

DNS 331 多田 優子 タダ ユウコ
DNS 332 伊野 雅美 イノ マサミ
DNS 736 川上 由利恵 カワカミ ユリエ チームＤＫＹ

Number of records: 40

箱根ヒルクライム2021
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】2021年10月3日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1



1 134 猪原 保宏 イハラ ヤスヒロ 1:03:04.388 13.1 -

2 128 横山 英樹 ヨコヤマ ヒデキ 1:04:06.677 望星薬局 12.9 +1:02.289

3 135 桜井 渉 サクライ ショウ 1:07:54.099 ＲＩＮＲＩＮ 12.1 +4:49.711

4 127 西尾 敏郎 ニシオ トシロウ 1:08:22.549 ＮＴＴデータ 12.1 +5:18.161

5 140 富澤 伸行 トミザワ ノブユキ 1:13:14.736 高崎ナッカラーノレーシング 11.3 +10:10.348

6 130 市田 直樹 イチダ ナオキ 1:14:18.126 八洲電機 11.1 +11:13.738

7 131 鈴木 総一郎 スズキ ソウイチロウ 1:16:48.274 10.7 +13:43.886

8 132 西村 末吉 ニシムラ スエヨシ 1:19:34.181 ｊａｎ　ｄａ　ｌａ　輪 10.4 +16:29.793

9 136 三田 大夢 ミタ ヒロム 1:23:11.087 9.9 +20:06.699

10 133 畑野 法史 ハタノ ノリフミ 1:26:22.314 9.5 +23:17.926

11 129 野津 厚 ノヅ アツシ 1:38:36.736 港湾空港技術研究所 8.3 +35:32.348

DNS 126 田中 一平 タナカ イッペイ ＭｉｘＤーＬｉｖｅ

Number of records: 12

箱根ヒルクライム2021
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】2021年10月3日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1



1 137 尾崎 綾 オザキ アヤ 2:11:22.994 6.3 -

Number of records: 1

箱根ヒルクライム2021
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】2021年10月3日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1



1 139 大脇 康政 オオワキ ヤスマサ 57:49.873 ＮＡＭＩＢＩＡ　ＰＲＯＪＥＣＴ 14.3 -

2 138 河野 栄治 コウノ エイジ 1:11:46.376 ぽっチャリ倶楽部 11.5 +13:56.503

Number of records: 2

箱根ヒルクライム2021
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】2021年10月3日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1



1 202 鈴木 誠/清野　彰久 スズキ マコト/キヨノ　アキヒサ 50:45.974 うめちゃん 16.3 -

2 203 出口 雄二/高山　信行 デグチ ユウジ/タカヤマ　ノブユキ 56:54.200 サーブスリー 14.5 +6:08.226

3 201 片瀬 英治/片瀬　翔太 カタセ エイジ/カタセ　ショウタ 59:57.360 13.8 +9:11.386

Number of records: 3

箱根ヒルクライム2021
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】2021年10月3日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1



1 214 今野 真菜/山下　太一 コンノ マナ/ヤマシタ　タイチ 57:09.669 ｃｈｉｎｇ＆ｌｏｗ． 14.4 -

2 211 隅田 歩/松本　莉奈 スミダ アユム/マツモト　リナ 57:58.583 14.2 +48.914

3 205 中島 深希/前田　英樹 ナカジマ ミキ/マエダ　ヒデキ 59:52.466 13.8 +2:42.797

4 209 栃倉 学/栃倉　未来 トチクラ マナブ/トチクラ　ミク 59:53.419 登坂狂会とサニクラ 13.8 +2:43.750

5 212 高橋 弘樹/高橋　和佳子 タカハシ ヒロキ/タカハシ　ワカコ 1:02:28.63 わこはす 13.2 +5:18.965

6 213 桜井 豪/桜井　裕子 サクライ ゴウ/サクライ　ヒロコ 1:16:39.53 ＲＩＮＲＩＮ 10.8 +19:29.867

7 208 佐藤 哲也/猪俣　淳子 サトウ テツヤ/イノマタ　ジュンコ 1:18:45.69 コテツクラブ 10.5 +21:36.027

8 210 青谷 正毅/青谷　美奈子 アオヤ マサキ/アオヤ　ミナコ 1:50:18.17 7.5 +53:08.504

DNS 204 齋藤 寛太/小林　一美 サイトウ カンタ/コバヤシ　ヒトミ ウィンディー筑波
DNS 206 渡部 誠/山崎　友輝 ワタナベ マコト/ヤマザキ　ユウキ
DNS 207 木下 信/木下　友菜 キノシタ シン/キノシタ　トモナ

Number of records: 11

箱根ヒルクライム2021
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】2021年10月3日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1



1 142 笹内 秀法 ササウチ ヒデノリ 42:55.228 ＴＥＡＭ　ＺＷＣ 19.2 -

2 141 澤田 健 サワダ ケン 1:24:18.150 9.8 +41:22.922

3 143 中島 大介 ナカジマ ダイスケ 1:31:45.497 ＯＯＣ倶楽部 9.0 +48:50.269

4 144 下地 正太 シモジ ショウタ 1:45:09.880 7.8 +1:02:14.652

Number of records: 4

箱根ヒルクライム2021
小径車クラス 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】2021年10月3日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1


