
1 18 加藤 大貴 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 00:37:45.886 ＣＯＷＧＵＭＭＡ 21.2 -

2 12 玉村 喬 ﾀﾏﾑﾗ ｷｮｳ 00:39:21.972 天照ＣＳＴ 20.4 +1:36.086

3 16 林 直志 ﾊﾔｼ ﾅｵﾕｷ 00:40:56.870 天照／ＥＭＵ 19.6 +3:10.984

4 21 小島 快斗 ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ 00:41:17.546 グエルバイシクル 19.4 +3:31.660

5 19 齋藤 慶之 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ 00:41:26.210 19.4 +3:40.324

6 3 谷古宇 俊典 ﾔｺｳ ﾄｼﾉﾘ 00:41:31.531 天照ＣＳＴ 19.3 +3:45.645

7 22 荻野 仁志 ｵｷﾞﾉ ﾋﾄｼ 00:42:33.488 往来／ＺＷＣ 18.8 +4:47.602

8 2 齋籐 光一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 00:43:17.679 えふてぃーきりんざん 18.5 +5:31.793

9 25 福原 悠介 ﾌｸﾊﾗ ﾕｳｽｹ 00:43:17.839 名古屋大学ＡｉｒＣｒａｆｔ 18.5 +5:31.953

10 31 庵前 知輝 ｱﾝﾉﾏｴ ﾄﾓｷ 00:43:19.077 サイクル・フリーダム 18.5 +5:33.191

11 29 久保 陸 ｸﾎﾞ ﾘｸ 00:43:36.242 チーム鳥人間 18.4 +5:50.356

12 10 布留川 恒太朗 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 00:44:38.378 天照 18.0 +6:52.492

13 4 若松 達人 ﾜｶﾏﾂ ﾀﾂﾋﾄ 00:44:42.546 ちばサイクル 17.9 +6:56.660

14 13 高橋 優一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 00:44:59.718 17.8 +7:13.832

15 5 郷司 飛馬 ｺﾞｳｼﾞ ﾋｳﾏ 00:45:02.195 まいぺーす 17.8 +7:16.309

16 32 横矢 峻 ﾖｺﾔ ｼｭﾝ 00:45:05.394 埼玉大学 17.8 +7:19.508

17 15 水村 健大 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾝﾀ 00:45:46.679 ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ 17.5 +8:00.793

18 14 前川 聡朗 ﾏｴｶﾞﾜ ﾄｼｱｷ 00:46:11.210 ＮＩＣＯ－ＯＺ 17.4 +8:25.324

19 30 本田 純盛 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 00:46:11.909 17.4 +8:26.023

20 23 井上 凌 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 00:47:38.117 ゼログラビティ多摩・多摩学連 16.8 +9:52.231

21 9 武田 直樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 00:48:01.066 豊田合成 16.7 +10:15.180

22 28 本田 玲緒 ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ 00:52:25.304 なし 15.3 +14:39.418

23 24 鈴木 日高 ｽｽﾞｷ ﾋﾀﾞｶ 00:53:27.218 なし 15.0 +15:41.332

24 1 樋口 泰伸 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ 00:54:25.749 豆サイ、ちばサイクル 14.7 +16:39.863

25 27 所司 純一 ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 00:55:04.386 京都下鴨病院 14.5 +17:18.500

26 11 丸岡 洸哉 ﾏﾙｵｶ ｺｳﾔ 00:59:06.452 なし 13.6 +21:20.566

27 8 福井 よしたけ ﾌｸｲ ﾖｼﾀｹ 01:06:35.113 12.0 +28:49.227

28 17 武藤 忠寛 ﾑﾄｳ ﾀﾀﾞﾋﾛ 01:18:53.199 ちゃり部 10.1 +41:07.313

29 6 木村 浩樹 ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ 01:22:10.562 9.7 +44:24.676

DNS 7 川村 英樹 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ

DNS 26 浅野 宏弥 ｱｻﾉ ﾋﾛﾔ

Number of records: 31

箱根ヒルクライム2022
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】2022年10月2日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1



1 87 髙橋 悠斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 00:43:39.937 18.4 -

2 82 松島 煌和 ﾏﾂｼﾏ ｺｳﾜ 00:44:58.585 ＣＯＷＧＵＭＭＡ　新島学園 17.8 +1:18.648

3 81 風間 大和 ｶｻﾞﾏ ﾔﾏﾄ 00:46:16.827 淑徳巣鴨高校 17.3 +2:36.890

4 84 笹本 一文 ｻｻﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ 00:50:09.945 16.0 +6:30.008

5 83 勝間田 侑大 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 00:52:00.554 エフジーシーピー 15.4 +8:20.617

6 86 武田 依央理 ﾀｹﾀﾞ ｲｵﾘ 00:52:43.538 土浦工業 15.2 +9:03.601

7 85 成瀬 怜 ﾅﾙｾ ﾘｮｳ 00:56:38.777 14.1 +12:58.840

8 89 松葉 功将 ﾏﾂﾊﾞ ｺｳｽｹ 01:06:12.968 12.1 +22:33.031

9 90 大学 聖悟 ﾀﾞｲｶﾞｸ ｾｲｺﾞ 01:11:25.679 神奈川県立麻生総合高等学校 11.2 +27:45.742

10 88 松下 太翔 ﾏﾂｼﾀ ﾀｲﾄ 02:05:41.335 神奈川県立伊勢原養護学校 6.3 +1:22:01.398

Number of records: 10

箱根ヒルクライム2022
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】2022年10月2日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1



1 75 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 00:44:35.249 ＶＣ　ＡＶＡＮＺＡＲＥ 18.0 -

2 72 関口 煌大 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀ 00:48:30.921 ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ 16.5 +3:55.672

3 78 慧晴 野村 ﾉﾑﾗ ｹｲｾｲ 00:50:06.085 ＡＶＥＮＴＵＲＡ 16.0 +5:30.836

4 73 永吉 大晴 ﾅｶﾞﾖｼ ﾀｲｾｲ 00:52:03.968 平日ローディー 15.4 +7:28.719

5 76 成瀬 謙汰 ﾅﾙｾ ｹﾝﾀ 00:53:06.492 友部第二中学校 15.1 +8:31.243

6 79 三上 将醐 ﾐｶﾐｼｮｳｺﾞ 00:56:53.007 アスリチューン・コラッジョU-19 14.1 +12:17.758

7 71 稲江 蓮翔 ｲﾅｴ ﾚﾝﾄ 01:00:01.624 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｓｔｙｌｅ 13.3 +15:26.375

8 77 深澤 壽紀 ﾌｶｻﾜ ﾄｼｷ 01:00:32.683 13.2 +15:57.434

9 74 芝山 瑠透 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾙｲﾄ 01:09:17.917 ＲＯＵＧＨ　ＳＴＯＮＥＳ 11.6 +24:42.668

Number of records: 9

箱根ヒルクライム2022
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】2022年10月2日（日）
【主　催】箱根ヒルクライム実行委員会

1


