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1 10121 廣瀬 伸次 ﾋﾛｾ ｼﾝｼﾞ 市立長浜病院 滋賀県 1:05:40.54

2 3110 吉田 勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ

山下ゴム 彩北練

埼玉県 1:06:26.33

3 3090 黒川 隆之 ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 1:07:19.19

4 3075 田中 宏司 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ チームＲ＆Ｄ 群馬県 1:07:29.57

5 3013 袴田 健 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 1:07:32.17

6 10078 中川 隆司 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ つうばいつうＲ 大阪府 1:08:02.94

7 3210 小田 春彦 ｵﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 愛知県 1:09:00.56

8 3037 渋井 友隆 ｼﾌﾞｲ ﾕﾀｶ

ＣＭＪ自転車通勤者

埼玉県 1:09:11.59

9 3294 野村 正 ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ

Ｔｅａｍ Ｓａｋａｔａｎｉ

大阪府 1:09:15.92

10 3093 井川 実 ｲｶﾜ ﾐﾉﾙ 静岡県 1:09:43.23

11 3321 沖野 匠 ｵｷﾉ ﾀｸﾐ

ＣＬＵＢ－ＲＯＡＤ－ＲＯ

神奈川県 1:09:53.98

12 3413 奥村 義広 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ

チームＹ．Ｓａｉｃｏ

埼玉県 1:10:13.34

13 3308 金谷 伸二 ｶﾅﾀﾆ ｼﾝｼﾞ

ダックスフンド ３Ｋ

岡山県 1:11:11.26

14 3319 千葉 哲也 ﾁﾊﾞ ﾃﾂﾔ

ＢｏｏｍＢｏｏｍサイクリング

埼玉県 1:11:26.24

15 3270 瓜生 克彦 ｳﾘｭｳ ｶﾂﾋｺ 茨城県 1:11:36.09

16 3138 大友 幹夫 ｵｵﾄﾓ ﾐｷｵ

チーム登るんじゃー

岡山県 1:12:38.57

17 3256 伊達 丈二 ﾀﾞﾃ ｼﾞｮｳｼﾞ チームフィンズ 新潟県 1:12:44.22

18 3533 山本 誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 群馬県 1:13:03.85

19 3218 岡田 幸裕 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ

ぴっとレーシングチーム

愛知県 1:13:13.97

20 3417 橋口 聖一 ﾊｼｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ

せっかちなかたつむり

東京都 1:13:15.33

21 3182 八鍬 耕 ﾔｸﾜ ｺｳ 埼玉県 1:13:32.26

22 3240 片瀬 英治 ｶﾀｾ ｴｲｼﾞ 神奈川県 1:13:57.97

23 5016 水成 若夫 ﾐｽﾞﾅﾘ ﾜｶｵ トラクターＲＣ 兵庫県 1:13:59.52

24 4465 正山 旭 ｼｮｳﾔﾏ ｱｷﾗ あしびな 東京都 1:14:10.22

25 3338 塩田 隆一 ｼｵﾀ ﾘｭｳｲﾁ ＴＨＣＲ 東京都 1:14:23.92

26 3322 長谷川 英樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ ＡｒａＲ’Ｓ 神奈川県 1:14:25.93

27 3542 守田 敬之 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾕｷ

ＺＥＲＯ ＴＯ ＴＯＰ

東京都 1:14:26.81

28 4023 鈴木 導 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 神奈川県 1:14:30.71

29 3313 赤塚 宏 ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ
なるしまフレンド

東京都 1:14:32.05

30 3470 白樫 勇介 ｼﾗｶｼ ﾕｳｽｹ ＳＯＬＩＮＺ 東京都 1:14:35.09

31 3536 渡辺 敏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ Ｔｅａｍ ＡＲＩ 神奈川県 1:14:35.32

32 6020 島津 隆生 ｼﾏﾂﾞ ﾀｶｵ

ＹＯＫＯＳＵＫＡ ＵＮＯ ＲＡＣＩＮＧ

神奈川県 1:14:36.91

33 4269 稲 伸治 ｲﾈ ｼﾝｼﾞ
クラブ ロードロ

神奈川県 1:14:48.93

34 4016 諏訪 正行 ｽﾜ ﾏｻﾕｷ Ｑ 埼玉県 1:14:50.93

35 4157 浅田 伸明 ｱｻﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ ＣＵＢＥ 静岡県 1:14:52.57

36 3342 島田 光一 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ Ｔｅａｍ ＡＲＩ 東京都 1:15:09.59

37 3357 廣瀬 敦 ﾋﾛｾ ｱﾂｼ

チーム・コバリン

山梨県 1:15:12.54

38 3108 小野 忠 ｵﾉ ﾀﾀﾞｼ

パインヒルズ９０

埼玉県 1:15:19.95

39 5360 中谷 順一 ﾅｶﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＣＷＳ 東京都 1:15:21.21

40 4222 加藤 正広 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:15:30.13

41 4047 田村 誠 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ Ｃｌｕｂ ＧＩＲＯ 愛知県 1:15:38.89

42 4556 岡部 秀克 ｵｶﾍﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ

ＥＵＲＯ ＳＰＯＲＴＳ

埼玉県 1:15:43.60

43 5357 石川 智之 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県 1:15:47.28

44 4329 酒井 和幸 ｻｶｲ ｶｽﾞﾕｷ トサカ塾 東京都 1:15:54.10

45 4059 土井 陽一 ﾄﾞｲ ﾖｳｲﾁ

チームオーベスト

東京都 1:16:04.07

46 5057 久馬 逸志 ｷｭｳﾏ ｲﾂｼ 今日も押しまｓ 京都府 1:16:12.34

47 10402 鷲野 康延 ﾜｼﾉ ﾔｽﾉﾌﾞ

Ｐｉｎａｎｃｈｉ ｃａｄｅ

静岡県 1:16:12.98

48 3112 池岸 幸伸 ｲｹｷﾞｼ ﾕｷﾉﾌﾞ ＧＴＣ 山梨県 1:16:16.89

49 5135 境谷 淑 ｻｶｲﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:16:18.27

50 6070 栗田 和典 ｸﾘﾀ ｶﾂﾉﾘ ａｂｅｎｏｖａ 大阪府 1:16:20.78
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51 4156 早野 祐司 ﾊﾔﾉ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:16:23.42

52 4291 北野 健治 ｷﾀﾉ ｹﾝｼﾞ ＢＴＣ 大阪府 1:16:36.17

53 5194 伊藤 薫紀 ｲﾄｳ ｼｹﾞｷ ＴＮＹ 東京都 1:16:37.91

54 4335 太田 真 ｵｵﾀ ﾏｺﾄ ＣＷＳ 吉祥寺 東京都 1:16:40.53

55 5129 北尾 雅文 ｷﾀｵ ﾏｻﾌﾐ

Ｔｅａｍ Ｙ Ｓａｉｃｏ

埼玉県 1:16:40.99

56 3373 満生 文洋 ﾐﾂｲｷ ﾌﾐﾋﾛ

バイクルプラザＲ・Ｔ

東京都 1:16:59.06

57 10295 後藤 進 ｺﾞﾄｳ ｽｽﾑ 風輪 埼玉県 1:17:03.48

58 4100 ブレイク イアン ﾌﾞﾚｲｸ ｲｱﾝ

ＴＯＫＹＯ ＣＲＡＮＫＳ

東京都 1:17:13.11

59 3516 和田 良一 ﾜﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ チームＷＡＤＡ 栃木県 1:17:16.20

60 14530 前田 学 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 京都府 1:17:28.62

61 4121 太田 智之 ｵｵﾀ ﾄﾓﾕｷ チーム風輪 東京都 1:17:39.10

62 4366 海老沼 雄二 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾕｳｼﾞ 上毛レーシング 群馬県 1:17:40.51

63 5030 山崎 英明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ

ｃｈａｒｉｂｕ Ｅ＆Ｃ

神奈川県 1:17:49.69

64 4448 露木 繁 ﾂﾕｷ ｼｹﾞﾙ

アトリエ・フルーブ

東京都 1:18:06.00

65 3459 杉浦 正 ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾀﾞｼ ＪＴＥＫＴ 愛知県 1:18:17.29

66 3524 和田 健二 ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 青山双輪會 埼玉県 1:18:21.47

67 4423 大場 潤一郎 ｵｵﾊﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東京都 1:18:23.19

68 5414 間野 祐司 ﾏﾉ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:18:28.01

69 4492 森 慶一郎 ﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ レザン山梨 山梨県 1:18:34.72

70 4549 二井 俊成 ﾆｲ ﾄｼﾅﾘ 兵庫県 1:18:41.84

71 4124 高橋 一徳 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄｸ ＨＩＰＳ．Ｔ．Ｔ 東京都 1:18:43.44

72 4164 渡辺 仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ
チーム・コバリン

山梨県 1:18:52.77

73 4037 小林 隆幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ

βエンドルフィン

群馬県 1:19:05.03

74 4090 福元 幸太郎 ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 栃木県 1:19:05.38

75 5281 深沢 忠彦 ﾌｶｻﾜ ﾀﾀﾞﾋｺ ＦＲＵＩＴ ＬＩＮＥ 山梨県 1:19:06.22

76 5009 綿貫 聡志 ﾜﾀﾇｷ ｻﾄｼ 群馬県 1:19:07.66

77 4481 花嶋 泰弘 ﾊﾅｼﾏ ﾔｽﾋﾛ Ｆｌｅｃｈａ 茨城県 1:19:11.19

78 4368 岡本 浩一 ｵｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 東京都 1:19:16.22

79 11030 宮崎 博之 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 1:19:24.62

80 10440 大場 泰彦 ｵｵﾊﾞ ﾔｽﾋｺ ＳＢＣ湘南藤沢 神奈川県 1:19:26.92

81 11324 工藤 竜也 ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 東京都 1:19:28.90

82 4192 中村 泰之 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ
チーム・コバリン

山梨県 1:19:30.67

83 11305 渡辺 徹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ ＴＷＧＮ 埼玉県 1:19:32.67

84 10447 柏谷 拓伸 ｶｼﾀﾆ ﾋﾛﾉﾌﾞ Ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都 1:19:34.80

85 11321 福田 利之 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼﾕｷ ＳＨＯＲＯ｀ｓ 愛知県 1:19:36.52

86 4413 大出 誠 ｵｵｲﾃﾞ ﾏｺﾄ

リベルタスクラブ

栃木県 1:19:37.15

87 4196 阿部 浩 ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ 静岡県 1:19:37.83

88 4295 田辺 祥吾 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ

ｃｙｃｌｅｂｏｒｇ＠ＴＡＧ

千葉県 1:19:52.58

89 4229 斉藤 浩二 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ トサカ塾 神奈川県 1:19:58.64

90 6139 木戸口 茂伸 ｷﾄﾞｸﾞﾁ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 山梨県 1:20:08.17

91 6127 原口 勝 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾙ

チームしゃりんかん

熊本県 1:20:22.05

92 3301 江越 和也 ｴｺﾞｼ ｶｽﾞﾔ Ｔｅａｍ Ｖａｐｏｒ 神奈川県 1:20:23.23

93 4469 佐藤 雅之 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ ｃｒｙｐｔｏｍｅｒｉａ 神奈川県 1:20:24.68

94 6024 野口 哲生 ﾉｸﾞﾁ ﾃﾂｵ ニッタ自転車部 三重県 1:20:32.86

95 5172 高橋 賢二 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 徳島県 1:20:35.58

96 5266 平石 和男 ﾋﾗｲｼ ｶｽﾞｵ １００ｍｉｌｅｓ 埼玉県 1:20:36.57

97 4426 雨宮 孝 ｱﾒﾐﾔ ﾀｶｼ レザン山梨 山梨県 1:20:36.59

98 5127 荏原 浩明 ｴﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ ペイスターズ 神奈川県 1:20:37.11

99 10283 安田 満 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾂﾙ Ｐｅｄａｌｉｓｔ 神奈川県 1:20:43.72

100 4540 古田 克典 ﾌﾙﾀ ｶﾂﾉﾘ 愛知県 1:20:45.08
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101 4385 山角 洋之 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ

勝手にポジティーボ

東京都 1:20:48.15

102 5098 中村 太 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾄｼ
ＫＭｃｙｃｌｅ Ｉｂｅｘ

神奈川県 1:20:51.89

103 4534 田嶋 良宏 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 長野県 1:20:53.56

104 4199 塩田 岳彦 ｼｵﾀﾞ ﾀｹﾋｺ ＦＡＬＣＥＴＴＯ 埼玉県 1:21:01.45

105 10183 片田 洋一 ｶﾀﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 愛知県 1:21:01.50

106 3237 北沢 純 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ

ＴＥＡＭ ＷＡＤＡ

神奈川県 1:21:02.50

107 4181 羽賀 匡 ﾊｶﾞ ﾀﾀﾞｼ

なぜベストをつくさないのか？

静岡県 1:21:13.81

108 5012 臼居 喜和 ｳｽｲ ﾖｼｶｽﾞ めいごん 神奈川県 1:21:14.03

109 6379 松島 伸夫 ﾏﾂｼﾏ ﾉﾌﾞｵ ＡＷＣ 東京都 1:21:17.27

110 4098 吉田 義孝 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾀｶ ＶＣＣＢｅｚｉｅｒｓ 奈良県 1:21:21.00

111 4253 賢賀 雅紀 ｹﾝｶﾞ ﾏｻﾉﾘ

ニコンレーシング

東京都 1:21:26.69

112 4142 中村 康造 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ 代々木ＲＣ 東京都 1:21:28.06

113 5013 村上 守 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾓﾙ 岡山県 1:21:32.42

114 10536 増谷 学 ﾏｽﾀﾆ ﾏﾅﾌﾞ 北海道 1:21:34.97

115 5001 神宮字 広明 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾋﾛｱｷ 豆サイ 神奈川県 1:21:38.24

116 4331 山崎 一高 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾀｶ 東京都 1:21:40.58

117 5238 小林 清史 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｼ 山梨県 1:21:42.91

118 5498 神田 裕教 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 1:21:50.13

119 5512 瀬良 浩司 ｾﾗ ﾋﾛｼ

ＴｅａｍＳａｋａｔａｎｉ

大阪府 1:21:57.28

120 5403 印南 裕二 ｲﾝﾅﾐ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:22:19.32

121 7062 多々羅 求 ﾀﾀﾗ ﾓﾄﾑ 岐阜県 1:22:27.04

122 3389 高田 八州夫 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽｵ

丸子橋ろーどくらぶ

東京都 1:22:45.66

123 4548 松木 悟 ﾏﾂｷ ｻﾄﾙ

ＴＭまるとも園＋Ｓｐｌａｓｈ

山梨県 1:22:52.14

124 8018 栗本 克也 ｸﾘﾓﾄ ｶﾂﾔ ジェットマロン 和歌山県 1:22:55.40

125 10312 吉田 進 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾑ

メイドさん学科自転車部

神奈川県 1:22:55.66

126 5391 阿南 芳樹 ｱﾅﾐ ﾖｼｷ

バイクルプラザＲＴ

東京都 1:22:59.80

127 4378 五十嵐 勝 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾙ 土曜朝採れ 東京都 1:23:01.92

128 11006 是澤 徳昌 ｺﾚｻﾞﾜ ﾉﾘﾏｻ 神奈川県 1:23:04.26

129 5486 福嶋 忍 ﾌｸｼﾏ ｼﾉﾌﾞ

ＦＡＲｓ．ＹＯＫＯＨＡＭＡ

神奈川県 1:23:04.82

130 5419 斉藤 明彦 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋｺ ＳＡＺＥＲＯ 東京都 1:23:07.45

131 4516 高島 誠 ﾀｶｼﾏ ﾏｺﾄ 千葉県 1:23:10.35

132 10193 大岳 誠 ｵｵﾀｹ ﾏｺﾄ ＴＥＡＭ ＫＩＤＳ 静岡県 1:23:10.68

133 5279 住吉 秀一 ｽﾐﾖｼ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 1:23:12.67

134 4340 櫻井 秀治 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ

東京カフェポタ倶楽部

東京都 1:23:18.99

135 6444 瀧口 吉郎 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｼﾛｳ 百哩走大王 東京都 1:23:20.75

136 6220 足立 安臣 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽｵﾐ 多摩ポタ 東京都 1:23:32.12

137 4307 永田 久雄 ﾅｶﾞﾀ ﾋｻｵ

チーム・フォルツァ！

茨城県 1:23:32.40

138 6366 森 雅弘 ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 静岡県 1:23:35.67

139 6087 佐藤 尚宏 ｻﾄｳ ﾅｵﾋﾛ

シクロパル壱番館

新潟県 1:23:36.14

140 6467 澁谷 雅男 ｼﾌﾞﾔ ﾏｻｵ

鶴見川ＢＵＤＤＩＥＳ

神奈川県 1:23:38.41

141 4496 枌谷 達夫 ｿｷﾞﾀﾆ ﾀﾂｵ チームじて吉 千葉県 1:23:39.20

142 5545 萱沼 尚貴 ｶﾔﾇﾏ ﾅｵｷ 山梨県 1:23:42.86

143 7207 蓑輪 一也 ﾐﾉﾜ ｶｽﾞﾔ Ｔｅａｍ８４ 埼玉県 1:23:46.48

144 10431 澤田 剛 ｻﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ

バルバクラブカナザワ

石川県 1:23:49.56

145 4532 伊藤 一帆 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾎ レザン山梨 山梨県 1:23:53.69

146 4515 秋山 隆一 ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 京都府 1:24:03.44

147 3010 松崎 稔 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾉﾙ Ｓｉｌｖｅｒ Ｌｉｎｉｎｇ 東京都 1:24:08.25

148 5053 中島 嘉男 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｵ

Ｔ－ＣＯＲＲＥＲＥ

神奈川県 1:24:11.75

149 5332 久保田 浩二 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼﾞ コギー青葉台 神奈川県 1:24:12.91

150 5454 増田 稔 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ ＹＯＵ ＣＡＮ 静岡県 1:24:14.00
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151 6362 泉沢 信明 ｲｽﾞﾐｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 1:24:15.06

152 5051 齋藤 靖 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 静岡県 1:24:15.43

153 4483 佐藤 栄作 ｻﾄｳ ｴｲｻｸ 栄作工房 神奈川県 1:24:16.64

154 6541 田中 敦 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 愛知県 1:24:18.36

155 5239 木内 浩 ｷｳﾁ ﾋﾛｼ 静岡県 1:24:20.08

156 5534 鈴木 匡一 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｲﾁ 東京都 1:24:21.82

157 5271 武田 芳和 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ ｔｅａｍ ＳＵＭＩＴ 神奈川県 1:24:25.70

158 5352 北地 晃 ｷﾀｼﾞ ｱｷﾗ

ランタンルージュ

大阪府 1:24:26.27

159 11560 福地 久 ﾌｸﾁ ﾋｻｼ

ＴＥＡＭ ＢｉｇＥｎｄ

神奈川県 1:24:30.95

160 4417 宮川 正和 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 1:24:36.23

161 7058 山田 一弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 辰巳会 群馬県 1:24:53.32

162 4462 村上 真一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:24:54.60

163 4538 衛藤 隆司 ｴﾄｳ ﾀｶｼ Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ 東京都 1:24:55.57

164 3544 大森 幸康 ｵｵﾓﾘ ﾕｷﾔｽ

ＥＳＣＡＲＧＯＴ ＲＯＵＧＥ

神奈川県 1:24:59.15

165 5401 内田 義視 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾐ

はなきちレーシング

愛知県 1:25:00.11

166 6487 高田 昭 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ ゆるライド 東京都 1:25:00.61

167 4438 湯野川 徹 ﾕﾉｶﾜ ﾄｵﾙ

アトリエ・フルーブ

神奈川県 1:25:01.40

168 7429 武井 武雄 ﾀｹｲ ﾀｹｵ 神奈川県 1:25:04.31

169 11231 福司 譲 ﾌｸｼ ﾕｽﾞﾙ 茨城県 1:25:04.62

170 6065 坂井 克巳 ｻｶｲ ｶﾂﾐ 愛媛県 1:25:08.98

171 7368 清水 仁 ｼﾐｽﾞ ﾋﾄｼ 神奈川県 1:25:12.61

172 9164 阿久津 宜克 ｱｸﾂ ﾖｼｶﾂ 東京都 1:25:21.06

173 5351 倉光 浜司 ｸﾗﾐﾂ ﾊﾐｼﾞ

ランタンルージュ

大阪府 1:25:28.69

174 6053 福田 吉昭 ﾌｸﾀ ﾖｼｱｷ

ＣＬＵＢ ＡＢＯＵＴ

愛知県 1:25:29.11

175 7006 水谷 英司 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞｼ 京都府 1:25:32.30

176 5113 武藤 慶太 ﾑﾄｳ ｹｲﾀ 大阪府 1:25:33.75

177 7375 小澤 正 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｼ ゆるライド 東京都 1:25:34.40

178 5191 山口 善弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 1:25:36.50

179 6351 鈴木 和視 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾐ

ＴＥＡＭ ＮＡＲＯ

静岡県 1:25:37.53

180 8228 池田 顕士 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:25:42.59

181 6081 川上 純市 ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ チームＳＲＣ 静岡県 1:25:43.66

182 6242 加藤 勝裕 ｶﾄｳ ｶﾂﾋﾛ ｔｅａｍ ｎａｒｏ 静岡県 1:25:43.82

183 4362 滝川 隆士 ﾀｷｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ ＢＥＥＲ’Ｓ 山梨県 1:25:50.18

184 7026 森口 愛 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾑ 神奈川県 1:25:51.38

185 6175 広川 史典 ﾋﾛｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ

チームＢＭレーシング

千葉県 1:25:51.85

186 15287 冨澤 健三 ﾄﾐｻﾞﾜ ｹﾝｿﾞｳ チームｉ 大阪府 1:25:53.98

187 7256 高橋 政彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ チームＹ彩湖 東京都 1:25:56.88

188 7412 山本 洋 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳ 福島県 1:25:59.98

189 4175 須賀 孝夫 ｽｶ ﾀｶｵ ＲＢ会 埼玉県 1:26:08.16

190 12024 山本 肇 ﾔﾏﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:26:11.75

191 15179 湯浅 敏正 ﾕｱｻ ﾄｼﾏｻ 石川県 1:26:12.60

192 7159 足立 健治 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｼﾞ Ｄａｍｅｎｓ 愛知県 1:26:17.66

193 5258 宮嶋 健一 ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ Ｑ 埼玉県 1:26:17.72

194 5363 瀧澤 昭美 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾖｼ ラバネロ 埼玉県 1:26:18.67

195 10466 雲 敦史 ｸﾓ ｱﾂｼ
上毛レーシング

群馬県 1:26:21.04

196 5082 福井 久紀 ﾌｸｲ ﾋｻﾉﾘ ワイズロード 東京都 1:26:21.17

197 5531 岡本 春雄 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｵ 東京都 1:26:24.31

198 5324 増田 修 ﾏｽﾀﾞ ｵｻﾑ 静岡県 1:26:29.06

199 10491 藤森 俊哉 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｼﾔ 長野県 1:26:29.66

200 6004 福島 正明 ﾌｸｼﾏ ﾏｻｱｷ

日野自動車レーシング

東京都 1:26:31.13
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201 18548 梅本 浩 ｳﾒﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 1:26:32.32

202 8428 佐藤 之俊 ｻﾄｳ ﾕｷﾄｼ 東京都 1:26:34.71

203 5235 藤井 勝治 ﾌｼﾞｲ ｶﾂｼﾞ ＢＬＡＳＴ 大阪府 1:26:35.72

204 10148 西 誠 ﾆｼ ﾏｺﾄ 岐阜県 1:26:37.26

205 6342 星本 義明 ﾎｼﾓﾄ ﾖｼｱｷ 埼玉県 1:26:39.09

206 7362 花房 武司 ﾊﾅﾌｻ ﾀｹｼ

内房レーシングクラブ

千葉県 1:26:41.29

207 5282 福永 龍也 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 出前迅速 大阪府 1:26:43.25

208 7220 三好 充 ﾐﾖｼ ﾐﾂﾙ

岸和田ツーリングクラブ

大阪府 1:26:48.36

209 6275 川上 健一 ｶﾜｶﾐ ｹﾝｲﾁ 大阪府 1:26:52.46

210 6045 岡 央 ｵｶ ﾅｶﾊﾞ ＭＲＫ 岐阜県 1:26:56.10

211 8279 井上 和司 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｼ ＡＭＧＮ７９４ 愛知県 1:26:56.81

212 4299 樋田 京 ﾋﾀﾞ ｹｲ

ＥｑｕｉｐＴｒｉｏｍｐｈｅ

東京都 1:26:59.27

213 5365 小田 光章 ｵﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 奈良県 1:27:00.48

214 6479 川崎 大祐 ｶﾜｻｷ ﾀﾞｲｽｹ

たまプラーザフェイムス

神奈川県 1:27:02.94

215 6328 田邊 秀明 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ＡＰＲＣＯ 東京都 1:27:04.59

216 5447 大和田 和男 ｵｵﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ チーム ニルス 茨城県 1:27:06.11

217 6419 森本 信一郎 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 埼玉県 1:27:06.23

218 5099 國保 克司 ｺｸﾎﾞ ｶﾂｼ

ザ・ブレイカーズ

三重県 1:27:10.95

219 6196 増山 琢也 ﾏｽﾔﾏ ﾀｸﾔ Ｔｅａｍ Ｊｕｎｘ２ 東京都 1:27:11.21

220 10297 玉本 洋 ﾀﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ ＧＲＢＣ 群馬県 1:27:13.98

221 8507 野村 祐治 ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾞ ＯＳＳセ 神奈川県 1:27:14.33

222 4107 安田 顕 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝ

暗黒技術研究所

東京都 1:27:14.92

223 6499 石塚 健一 ｲｼﾂｶ ｹﾝｲﾁ ＳＭＣ（株） 茨城県 1:27:22.58

224 8156 山下 智三 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼｶｽﾞ ＤＲＹ 神奈川県 1:27:23.32

225 12146 深田 伸次郎 ﾌｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ 愛知県 1:27:23.38

226 6326 斉藤 充宏 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 神奈川県 1:27:23.76

227 7003 大嶽 剛 ｵｵﾀｹ ﾂﾖｼ

ＴＥＡＭ ＣＲＩＭＳＯＮ

東京都 1:27:26.41

228 6057 朝倉 克己 ｱｻｸﾗ ｶﾂﾐ

ＡＩＯＩ・ＳＹＳＴＥＭＳ

東京都 1:27:27.44

229 8538 宗安 拓 ﾑﾈﾔｽ ﾀｸ 東京都 1:27:29.33

230 8004 稲葉 昌広 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ イリオス 静岡県 1:27:31.18

231 8211 佐藤 勝 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 埼玉県 1:27:34.07

232 7354 岩岡 寛 ｲﾜｵｶ ﾕﾀｶ 千葉県 1:27:36.17

233 6443 河合 盾一郎 ｶﾜｲ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 指笠ＲＣ 愛知県 1:27:37.42

234 7365 深町 邦男 ﾌｶﾏﾁ ｸﾆｵ 群馬県 1:27:42.71

235 11065 北野 圭二 ｷﾀﾉ ｹｲｼﾞ ＮＳＲ 北海道 1:27:42.85

236 9196 島田 敬志 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ ＰＥＤＡＬＩＳＴ 神奈川県 1:27:49.58

237 12309 寺下 浩之 ﾃﾗｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 1:27:54.17

238 5250 菅谷 豊明 ｽｶﾞﾔ ﾄﾖｱｷ 坂レンジャー 東京都 1:27:55.34

239 4464 金井 俊和 ｶﾅｲ ﾄｼｶｽﾞ 静岡県 1:27:55.46

240 12076 近藤 陽一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ ビワｏｎｅメテオ 滋賀県 1:27:58.94

241 7195 鈴木 隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ ＢＭレーシング 千葉県 1:27:59.11

242 7059 小柳 康一 ｺﾔﾅｷﾞ ｺｳｲﾁ

晴嵐サイクリングクラブ

埼玉県 1:27:59.23

243 8168 植松 政隆 ｳｴﾏﾂ ﾏｻﾀｶ 神奈川県 1:28:02.77

244 6198 山田 敦久 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾋｻ ＴＥＡＭ３１ｓｐ 埼玉県 1:28:02.87

245 7009 内藤 秀樹 ﾅｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 山梨県 1:28:04.73

246 4321 井上 斉 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

フレンド商会レーシング

東京都 1:28:05.99

247 5499 程田 晃一 ﾎﾄﾞﾀ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:28:06.62

248 15032 五味 知樹 ｺﾞﾐ ﾄﾓｷ 長野県 1:28:07.46

249 5362 吉丸 清武 ﾖｼﾏﾙ ｷﾖﾀｹ バカトルク 愛知県 1:28:08.84

250 8234 松本 俊文 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾌﾐ ＳＷＩＦＴ．Ｒ．Ｔ 愛知県 1:28:09.41
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251 8017 松本 欣丈 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾀｹ 神奈川県 1:28:15.41

252 6078 平野 勲 ﾋﾗﾉ ｲｻｵ Ｐｅｄａｌｉｓｔ 神奈川県 1:28:17.51

253 6311 高萩 直矢 ﾀｶﾊｷﾞ ﾅｵﾔ 福島県 1:28:18.46

254 7406 荒島 謙 ｱﾗｼﾏ ｹﾝ ＫＴ会自転車部 神奈川県 1:28:18.56

255 8055 横井 利明 ﾖｺｲ ﾄｼｱｷ クエスト日進 愛知県 1:28:19.17

256 4519 塚本 哲郎 ﾂｶﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ 公立昭和病院 埼玉県 1:28:23.09

257 8310 矢野 崇 ﾔﾉ ﾀｶｼ 千葉県 1:28:23.81

258 6062 加藤 哲 ｶﾄｳ ﾃﾂ 東京都 1:28:26.43

259 6124 安達 健児 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

Ｔｅａｍ Ｍａｅｋａｗａ

滋賀県 1:28:30.23

260 5398 斉藤 秋人 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ ＢＥＡＣＨ 東京都 1:28:30.59

261 7015 小林 俊行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 1:28:36.12

262 7529 加野 毅真 ｶﾉ ﾀｹﾏ

ＴＨＥ ＴＥＡＭ ＡＳＵＫＡ

奈良県 1:28:36.95

263 6580 桐村 聡司 ｷﾘﾑﾗ ｻﾄｼ 滋賀県 1:28:38.53

264 5166 松田 庄平 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ チーム幸寿司 愛知県 1:28:44.67

265 6318 濱本 康二 ﾊﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ カゴガク＠弩Ｍ 埼玉県 1:28:45.94

266 6464 栩原 拓士 ﾄﾁﾊﾗ ﾀｸｼ 千葉県 1:28:47.53

267 7320 小林 修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ

おっさんチャリダー会

山梨県 1:28:49.13

268 6571 青木 俊弘 ｱｵｷ ﾄｼﾋﾛ
ＲＥＤ ＳＨＯＥＳ

東京都 1:28:56.26

269 8120 岩澤 隆則 ｲﾜｻﾜ ﾀｶﾉﾘ ＡＬＬＥＧＲＡ 神奈川県 1:28:58.54

270 7106 中村 圭志 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼﾞ ＭＩＶＲＯ 東京都 1:29:01.28

271 5076 市川 泰治 ｲﾁｶﾜ ﾀｲｼﾞ ＢｅＰＡＲＫ 東京都 1:29:06.45

272 14102 土田 純一郎 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ＢｅＰＡＲＫ 東京都 1:29:06.54

273 8362 久保田 啓太郎 ｸﾎﾞﾀ ｹｲﾀﾛｳ Ｐｅｄａｌｉｓｔ 神奈川県 1:29:07.09

274 7314 左右田 泰宏 ｿｳﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ ＳＭＣ（株） 茨城県 1:29:11.04

275 7178 樋口 眞光 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾂ チームミツイキ 東京都 1:29:14.77

276 12126 会田 武彦 ｱｲﾀﾞ ﾀｹﾋｺ

チームＢＭレーシング

千葉県 1:29:20.57

277 5156 丸山 宏司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 1:29:23.57

278 6117 岸 昭浩 ｷｼ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 1:29:25.76

279 11023 西川 光亮 ﾆｼｶﾜ ﾐﾂｱｷ 東京都 1:29:26.11

280 6357 佐藤 唯史 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｼ

晴嵐サイクリングクラブ

埼玉県 1:29:26.50

281 6108 井上 浩孝 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ 静岡県 1:29:27.21

282 7019 河村 智達 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾀﾂ 東京都 1:29:28.31

283 5269 鈴木 利直 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾅｵ 静岡県 1:29:29.93

284 4435 倉持 和弘 ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞﾋﾛ

ｔｅａｍＳＫＹＢＥＲＲＹ

茨城県 1:29:32.34

285 7350 新谷 明弘 ｼﾝﾀﾆ ｱｷﾋﾛ

Ｔｅａｍ ＯｃＥＡＮ！

東京都 1:29:34.91

286 8188 渡部 尊 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｹﾙ 神奈川県 1:29:35.16

287 6026 小野 耕司 ｵﾉ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:29:38.45

288 6235 久住 実 ｸｽﾐ ﾐﾉﾙ 埼玉県 1:29:42.21

289 6047 水野 建二 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:29:42.24

290 7018 丸山 聡司 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾄｼ 戸田橋６：５０ 東京都 1:29:44.93

291 7218 宇野 英夫 ｳﾉ ﾋﾃﾞｵ 山梨県 1:29:50.30

292 5041 桑原 隆浩 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ チームＦ 東京都 1:29:53.19

293 6459 池田 和彦 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 1:29:56.32

294 5455 砥上 和幸 ﾄｶﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ

バイクルプラザＲＴ

東京都 1:29:56.55

295 6250 大野 匡司 ｵｵﾉ ﾏｻｼ 大阪府 1:29:58.16

296 6369 土肥 弘嗣 ﾄﾞｲ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:29:58.45

297 7403 角谷 昌浩 ｶｸﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 出前迅速 大阪府 1:30:01.31

298 7236 櫻井 浩之 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾕｷ ＳＢＣ厚木 神奈川県 1:30:03.20

299 7535 堀内 啓太 ﾎﾘｳﾁ ｹｲﾀ 山梨県 1:30:04.70

300 5422 中村 達弥 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ

晴嵐サイクリングクラブ

埼玉県 1:30:05.27
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301 6583 姫井 直之 ﾋﾒｲ ﾅｵﾕｷ

ＪＡＴ自転車競技部

神奈川県 1:30:09.48

302 7123 小関 克郎 ｺｾｷ ｶﾂﾛｳ

株式会社いなげや

東京都 1:30:10.12

303 8186 山下 祐二 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ 阿久悠 神奈川県 1:30:12.13

304 8087 野津 保志 ﾉﾂﾞ ﾔｽｼ ＤＡＤＤＹ 岐阜県 1:30:22.41

305 5472 丸山 満博 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ モンテラック 東京都 1:30:24.06

306 8171 山下 範恭 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘﾔｽ

チーム愛豊精機

愛知県 1:30:25.31

307 8296 大谷 宗之 ｵｵﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ

たまプラーザ・フェイムス

神奈川県 1:30:26.37

308 7411 木村 吉信 ｷﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 愛知県 1:30:27.19

309 4176 杉浦 夏樹 ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾂｷ ＪＷＳ 東京都 1:30:27.55

310 4394 原田 芳明 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ フレンド商会 東京都 1:30:30.11

311 6511 野原 敏郎 ﾉﾊﾗ ﾄｼﾛｳ 東京都 1:30:35.84

312 6183 山形 剛 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｹｼ ＣＷＳ 東京都 1:30:40.15

313 5376 和田 守生 ﾜﾀﾞ ﾓﾘｵ ラフィタフィ 三重県 1:30:46.08

314 7276 大野 学 ｵｵﾉ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 1:30:48.25

315 8076 高橋 寿洋 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋﾛ 千葉県 1:30:51.62

316 7126 衛藤 浩二 ｴﾄｳ ｺｳｼﾞ ブライトニング 神奈川県 1:30:54.51

317 4513 海上 良太 ｳﾅｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 1:31:00.74

318 7113 三代 克彦 ﾐｼﾛ ｶﾂﾋｺ
チームヤマシゲ

愛知県 1:31:04.91

319 5315 原田 浩 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ

パイオニア自転車部

東京都 1:31:05.24

320 8142 山岸 竜馬 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｭｳﾏ 愛知県 1:31:08.31

321 7467 中河 義和 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ ＨＭ２Ｔ 兵庫県 1:31:11.38

322 7044 齋藤 昌宏 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

ＴＨＥ ＴＥＡＭ ＡＳＵＫＡ

奈良県 1:31:11.77

323 11446 中村 通伸 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾉﾌﾞ 神奈川県 1:31:15.34

324 11150 中島 秀之 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 1:31:16.43

325 7546 大竹 安行 ｵｵﾀｹ ﾔｽﾕｷ ＴＭＮ 東京都 1:31:17.39

326 11066 湯本 和茂 ﾕﾓﾄ ｶｽﾞｼｹﾞ ｔｅａｍ ＳＥＮＩ 長野県 1:31:17.56

327 10150 大月 学 ｵｵﾂｷ ﾏﾅﾌﾞ 岡山県 1:31:21.95

328 5121 伊東 英之 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ たまらん坂 静岡県 1:31:25.15

329 6054 美濃口 正 ﾐﾉｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ リンケージ 東京都 1:31:28.88

330 5268 佐々木 崇志 ｻｻｷ ﾀｶｼ ＶＡＰＯＲ 神奈川県 1:31:30.88

331 5480 安部 昌男 ｱﾍﾞ ﾏｻｵ 兵庫県 1:31:33.80

332 6323 森江 勉 ﾓﾘｴ ﾂﾄﾑ 兵庫県 1:31:34.28

333 6072 鈴木 正博 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 静岡県 1:31:36.67

334 6441 細川 広道 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾐﾁ ＢＥＡＣＨ 東京都 1:31:42.01

335 6204 主山 厚 ﾇｼﾔﾏ ｱﾂｼ 矢櫃人 神奈川県 1:31:42.44

336 17367 大津 重之 ｵｵﾂ ｼｹﾞﾕｷ まちさが 神奈川県 1:31:43.00

337 15285 鈴木 通之 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾕｷ 愛知県 1:31:45.41

338 8478 小林 輝臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵﾐ 埼玉県 1:31:45.56

339 8029 江口 俊宏 ｴｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ コギー青葉台 神奈川県 1:31:51.07

340 8003 冨川 八峰 ﾄﾐｶﾜ ﾔﾂﾎ

ウィンターランド レーシング

東京都 1:31:51.26

341 9154 武井 秀樹 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞｷ ＢＯＵＮＣＥ 埼玉県 1:31:53.16

342 5426 深沢 寧 ﾌｶｻﾜ ﾔｽｼ ６１０ 東京都 1:31:55.51

343 5428 松澤 直明 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｱｷ 神奈川県 1:31:55.91

344 7398 大嶽 勇 ｵｵﾀｹ ｲｻﾑ 神奈川県 1:32:04.65

345 11292 大堀 和美 ｵｵﾎﾘ ｶｽﾞﾖｼ

ＡＶＡＮＴＧＡＲＤＥ

和歌山県 1:32:05.34

346 8246 森田 喜雄 ﾓﾘﾀ ﾖｼｵ

ＴＥＡＭ ＹＯＵ ＣＡＮ

神奈川県 1:32:10.50

347 6410 倉橋 孝明 ｸﾗﾊｼ ﾀｶｱｷ 愛知県 1:32:17.09

348 6200 田浪 優 ﾀﾅﾐ ﾏｻﾙ モンテラック 東京都 1:32:17.10

349 17510 池田 守 ｲｹﾀﾞ ﾏﾓﾙ 神奈川県 1:32:17.17

350 7127 安達 忠広 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾀﾞﾋﾛ ＢＥＸＩＳＯＹＡ 神奈川県 1:32:17.45
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351 4550 村田 優史 ﾑﾗﾀ ﾕｳｼ 静岡県 1:32:19.10

352 6575 宮崎 哲郎 ﾐﾔｻﾞｷ ﾃﾂｵ 愛知県 1:32:19.61

353 7312 加藤 常雄 ｶﾄｳ ﾂﾈｵ ＯＨＥＤＡ ＲＴ 茨城県 1:32:22.04

354 8395 小柳 勇 ｺﾔﾅｷﾞ ｲｻﾑ
チームたかはな

千葉県 1:32:23.39

355 6491 池田 慶三 ｲｹﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ 出前迅速 大阪府 1:32:25.03

356 7147 松本 公三 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ 愛知県 1:32:25.25

357 8325 今井 義信 ｲﾏｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 大垣ＣＳＣ 岐阜県 1:32:27.47

358 6033 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 山梨県 1:32:33.40

359 11079 小澤 佳広 ｵｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ ＩＬ ＶＥＮＴＯ 静岡県 1:32:33.58

360 11094 小倉 耕一 ｵｸﾞﾗ ｺｳｲﾁ 東京都 1:32:34.04

361 15248 岡原 元太郎 ｵｶﾊﾗ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

レーシングライツ浜松

静岡県 1:32:35.42

362 6414 日野 泰義 ﾋﾉ ﾔｽﾖｼ 静岡県 1:32:35.85

363 8356 原 利男 ﾊﾗ ﾄｼｵ ＢＥＡＣＨ 埼玉県 1:32:35.96

364 7272 本木 公彦 ﾓﾄｷ ｷﾐﾋｺ 静岡県 1:32:37.55

365 7305 川上 哲司 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂｼﾞ 神奈川県 1:32:37.60

366 6240 小金山 克久 ｺｶﾞﾈﾔﾏ ｶﾂﾋｻ フレンド商会 東京都 1:32:38.58

367 8389 山本 雅芳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾖｼ

多摩定自転車部

神奈川県 1:32:39.14

368 15503 鈴木 章 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 東京都 1:32:44.88

369 7150 風間 孝博 ｶｻﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:32:48.07

370 10437 伊藤 勉 ｲﾄｳ ﾂﾄﾑ

ＷＡＶＥ ＢＩＫＥＳ

東京都 1:32:48.61

371 11177 柳澤 直樹 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ

チームｓｗｅｅｔらいだぁず

茨城県 1:32:58.58

372 7389 尾崎 慎吾 ｵｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東京都 1:33:08.07

373 10433 濱田 雅和 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ ＢＡＲＵＢＡ 石川県 1:33:10.14

374 6424 牛島 孝 ｳｼｼﾞﾏ ﾀｶｼ 三重県 1:33:18.59

375 9130 奥野 雅彦 ｵｸﾉ ﾏｻﾋｺ 東京都 1:33:19.07

376 4562 白鳥 正彦 ｼﾗﾄﾘ ﾏｻﾋｺ
チーム・コバリン

山梨県 1:33:21.99

377 6504 横田 裕一 ﾖｺﾀ ﾕｳｲﾁ 辰巳ソフト 群馬県 1:33:22.04

378 6224 野口 英人 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄ 神奈川県 1:33:22.59

379 8384 佐藤 清次 ｻﾄｳ ｷﾖﾂｸﾞ

チーム コバリン

山梨県 1:33:23.83

380 11472 西村 千尋 ﾆｼﾑﾗ ﾁﾋﾛ Ｔｅａｍ ＧＩＲＯ 千葉県 1:33:24.28

381 15416 坂上 明 ｻｶｶﾞﾐ ｱｷﾗ 神奈川県 1:33:28.81

382 19045 足立 考司 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 大阪府 1:33:35.30

383 6485 平野 浩一 ﾋﾗﾉ ｺｳｲﾁ 東京都 1:33:35.45

384 10290 田中 俊彦 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋｺ

瀧井レーシングクラブ

神奈川県 1:33:38.09

385 6449 田近 裕志 ﾀﾁﾞｶ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:33:40.39

386 9025 岡 健治 ｵｶ ｹﾝｼﾞ 栃木県 1:33:42.90

387 8373 鈴木 裕之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ Ｐｏｃｈａｌｌｉｃｌｕｂ 静岡県 1:33:43.73

388 12496 宍戸 国雄 ｼｼﾄﾞ ｸﾆｵ 神奈川県 1:33:54.96

389 8516 渡辺 知夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｵ

チームＢＭレーシング

千葉県 1:33:58.25

390 16463 立尾 賢一郎 ﾀﾃｵ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:33:58.47

391 7179 酒井 理充 ｻｶｲ ﾏｻﾐﾂ 静岡県 1:33:58.79

392 6586 望月 浩史 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｼﾞ 静岡県 1:34:00.49

393 8049 袴田 裕之 ﾊｶﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ

レーシングライツ

静岡県 1:34:02.58

394 8532 龍池 哲也 ﾘｭｳﾁ ﾃﾂﾔ ａｎｙＳＴＹＬＥ 神奈川県 1:34:04.88

395 5343 下平 高志 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾀｶｼ 東京都 1:34:19.47

396 12087 秋葉 誠司 ｱｷﾊﾞ ｾｲｼﾞ 千葉県 1:34:20.14

397 9055 櫻井 亮太 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾀ 三重県 1:34:20.83

398 13472 長尾 弘 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｼ

一人チーム オーロラ

東京都 1:34:23.34

399 6292 飯島 光雄 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾂｵ ＧＴＣ 神奈川県 1:34:26.09

400 15132 中津 信二 ﾅｶﾂ ｼﾝｼﾞ 整備自転車部 大阪府 1:34:26.30
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401 6022 嶋倉 直樹 ｼﾏｸﾗ ﾅｵｷ 岐阜県 1:34:26.94

402 7397 高畠 聡 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｻﾄｼ ＢＥＡＣＨ 東京都 1:34:27.08

403 5304 鬼頭 知広 ｷﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ １０２ 神奈川県 1:34:27.80

404 9069 国分 隆 ｺｸﾌﾞ ﾀｶｼ 千葉県 1:34:33.73

405 7066 吉備 祐之 ｷﾋﾞ ﾋﾛﾕｷ ＩＣＭ 神奈川県 1:34:38.59

406 6338 石井 正樹 ｲｼｲ ﾏｻｷ 鹿島建設 埼玉県 1:34:40.32

407 6420 小島 正直 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾅｵ ＺＥＲＯｔｏＴＯＰ 東京都 1:34:44.21

408 6352 前田 淳一 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡県 1:34:48.18

409 11156 房野 雅治 ﾌｻﾉ ﾏｻﾊﾙ ＴＥＡＭ Ｗａｖｅ 岡山県 1:34:49.92

410 12025 河合 政治 ｶﾜｲ ｾｲｼﾞ いかれポンチ 愛知県 1:34:50.06

411 6397 大村 泰昭 ｵｵﾑﾗ ﾔｽｱｷ

ぽっチャリ俱楽部

静岡県 1:34:50.68

412 11418 坂口 謙一 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:34:50.97

413 7430 山本 正文 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ ＣＷＳ 東京都 1:34:52.55

414 10531 本枝 政春 ﾓﾄｴ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 1:34:54.79

415 9061 新井 清美 ｱﾗｲ ｷﾖﾐ 高トラ 群馬県 1:34:55.30

416 4381 藤木 研治 ﾌｼﾞｷ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 1:34:55.50

417 6370 田口 暁 ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾗ 東京都 1:34:58.56

418 12077 小野寺 誠司 ｵﾉﾃﾞﾗ ｾｲｼﾞ ＢＭレーシング 千葉県 1:35:00.98

419 15095 山嵜 秀雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 東京都 1:35:04.74

420 7140 長澤 茂仁 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｹﾞﾋﾄ ＹＯＵＣＡＮ山梨 山梨県 1:35:04.76

421 12254 永井 隆 ﾅｶﾞｲ ﾀｶｼ 京都府 1:35:05.00

422 7474 青山 圭介 ｱｵﾔﾏ ｹｲｽｹ ＴｅａｍＡＯ 神奈川県 1:35:05.43

423 8392 佐藤 道雄 ｻﾄｳ ﾐﾁｵ

ＣＯＧＧＥＹ青葉台

神奈川県 1:35:10.56

424 6123 伊藤 隆志 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 千葉県 1:35:14.42

425 6543 増田 充 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂﾙ 大阪府 1:35:16.78

426 12058 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 千葉県 1:35:17.78

427 14259 柴田 邦裕 ｼﾊﾞﾀ ｸﾆﾋﾛ

りんりんレーシング

東京都 1:35:18.31

428 14183 坂上 秀成 ｻｶｶﾞﾐ ﾋﾃﾞﾅﾘ 群馬県 1:35:18.62

429 8179 田口 栄一 ﾀｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ オンザロード 大阪府 1:35:19.00

430 7233 坂口 稔 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ 愛知県 1:35:20.05

431 10426 佐久間 隆 ｻｸﾏ ﾀｶｼ 埼玉県 1:35:21.64

432 7466 平松 譲治 ﾋﾗﾏﾂ ｼﾞｮｳｼﾞ

ＲＩＤＤＩＮＧ ＣＬＵＢ６

東京都 1:35:24.11

433 12191 和光 猛 ﾜｺｳ ﾀｹﾙ チームコバリン 山梨県 1:35:26.68

434 8455 武井 晴生 ﾀｹｲ ﾊﾙｵ 東京都 1:35:27.02

435 10251 勝目 貴広 ｶ ﾂﾒﾀｶﾋﾛ 大阪府 1:35:28.06

436 6314 秦野 元秀 ﾊﾀﾉ ﾓﾄﾋﾃﾞ 熔岩戦隊 神奈川県 1:35:28.74

437 4166 山口 聖一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ

セマスレーシング

千葉県 1:35:29.24

438 6100 高石 誠 ﾀｶｲｼ ﾏｺﾄ 山梨県 1:35:32.02

439 6482 相原 和之 ｱｲﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ ロードバイク会 神奈川県 1:35:32.60

440 8067 脇本 光浩 ﾜｷﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ チーム朝練 千葉県 1:35:43.18

441 20088 橋本 展明 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾌﾞｱｷ 山梨県 1:35:43.33

442 15211 小松 義尚 ｺﾏﾂ ﾖｼﾀｶ Ｙ＆ＹＲａｃｉｎｇ 茨城県 1:35:44.70

443 8324 高木 昭芳 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾖｼ 神奈川県 1:35:48.47

444 11088 松本 弘成 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾅﾘ 花道 愛知県 1:35:49.02

445 10010 Ｂａｒｎｓｔａｂｌｅ Ｔｉｍ ﾊﾞｰﾝｽﾃﾌﾞｰﾙ ﾃｲﾑ 東京都 1:35:49.79

446 8009 鈴木 孝紀 ｽｽﾞｷ ﾀｶｷ

２７８うんならがすど

千葉県 1:35:50.50

447 8098 杉浦 守 ｽｷﾞｳﾗ ﾏﾓﾙ ＯＧＧＩ 神奈川県 1:35:50.53

448 7479 井上 博 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ

Ｔｅａｍ Ｂｉｓｈａｍｏｎ

愛知県 1:35:51.26

449 9151 筧田 司 ﾄｲﾀﾞ ﾂｶｻ ＴＥＡＭーＣＦＫ 千葉県 1:35:54.38

450 8512 榎本 真 ｴﾉﾓﾄ ﾏｺﾄ ペルジタ 東京都 1:35:55.01
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451 7471 河村 琢志 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸｼ 岡山県 1:35:55.27

452 13152 岡本 正 ｵｶﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 東京都 1:35:55.66

453 8271 千葉 宗正 ﾁﾊﾞ ﾑﾈﾏｻ 神奈川県 1:35:58.63

454 6536 沢井 直己 ｻﾜｲ ﾅｵﾐ 蕎麦宗 静岡県 1:35:59.62

455 8274 中道 泰久 ﾅｶﾐﾁ ﾔｽﾋｻ 神奈川県 1:36:02.29

456 15187 山田 克博 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 群馬県 1:36:04.71

457 6522 飯野 正紀 ｲｲﾉ ﾏｻﾉﾘ 山梨県 1:36:05.72

458 7170 田下 昌夫 ﾀｼﾓ ﾏｻｵ 埼玉県 1:36:08.48

459 8243 岡田 幸宏 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 群馬県 1:36:09.34

460 12234 福井 芳博 ﾌｸｲ ﾖｼﾋﾛ 朝走ろう団 愛知県 1:36:10.71

461 6501 日向 浩二 ﾋﾅﾀ ｺｳｼﾞ ＨＩＰＳ！ＴＴ 東京都 1:36:11.13

462 6392 河原 昭生 ｶﾜﾊﾗ ｱｷｵ ＴＡＩＬ ＷＩＮＤＯ 富山県 1:36:11.15

463 10363 野原 宏治 ﾉﾊﾗ ｺｳｼﾞ

ＴＥＡＭ ＳＫＹＢＥＲＲＹ

栃木県 1:36:12.23

464 5255 森田 寿 ﾓﾘﾀ ﾋｻｼ ＢＥＶＩＴＲＥ 栃木県 1:36:14.09

465 12451 岩田 想 ｲﾜﾀ ｿｳ

チームかえたろう

京都府 1:36:15.40

466 8487 斎藤 浩之 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ カーキーズ 茨城県 1:36:18.34

467 8312 阿部 裕二 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 1:36:21.58

468 6109 飯島 隆 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 1:36:32.26

469 7435 高浦 等 ﾀｶｳﾗ ﾋﾄｼ 千葉県 1:36:36.45

470 11252 須田 克身 ｽﾀﾞ ｶﾂﾐ 群馬県 1:36:37.23

471 4154 長命 弘司 ﾁｮｳﾒｲ ｺｳｼﾞ

チーム・サノマジック

東京都 1:36:40.64

472 12454 羽生 博明 ﾊﾆｭｳ ﾋﾛｱｷ 戸田橋６：１５ 東京都 1:36:43.21

473 12480 森田 浩彰 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:36:44.07

474 8026 谷 正徳 ﾀﾆ ﾏｻﾉﾘ 兵庫県 1:36:46.86

475 12090 粕谷 富士夫 ｶｽﾔ ﾌｼﾞｵ 茨城県 1:36:51.42

476 7554 中田 康晴 ﾅｶﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ 横浜Ｔｉｐｐｅｒｓ 神奈川県 1:36:52.34

477 7210 金治 淳一 ｶﾅｼﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 日比谷公園前 神奈川県 1:36:52.41

478 8475 岩崎 隆夫 ｲﾜｻｷ ﾀｶｵ 埼玉県 1:36:56.10

479 16027 及川 賢哉 ｵｲｶﾜ ｹﾝﾔ ２００２ 神奈川県 1:36:56.93

480 9008 荒井 宣善 ｱﾗｲ ﾉﾘﾖｼ 自由輪倶楽部 愛知県 1:36:59.96

481 7439 細田 信夫 ﾎｿﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 栃木県 1:37:05.68

482 7442 糸賀 保明 ｲﾄｶﾞ ﾔｽｱｷ ニコン横須賀 神奈川県 1:37:08.62

483 6415 浜地 宏明 ﾊﾏﾁ ﾋﾛｱｷ 溶岩戦隊 千葉県 1:37:08.77

484 9271 西井 大雅 ﾆｼｲ ﾋﾛﾏｻ 東京都 1:37:11.82

485 7476 佐嶋 健一 ｻｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ とりにてぃ 東京都 1:37:15.70

486 8299 岩田 文典 ｲﾜﾀ ﾌﾐﾉﾘ 東京都 1:37:28.85

487 6570 古山 裕 ﾌﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ
チームゴサンケ

東京都 1:37:29.79

488 11343 須藤 隆彦 ｽﾄｳ ﾀｶﾋｺ 群馬県 1:37:31.14

489 5101 相良 晶一 ｻｶﾞﾗ ｼｮｳｲﾁ

ＣＷＡＳＰアタリ前田

愛知県 1:37:31.24

490 8281 高橋 保徳 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ

おかちまちリンリン隊

東京都 1:37:39.89

491 14366 大沢 一実 ｵｵｻﾜ ｶｽﾞﾐ

御徒町レーシング

東京都 1:37:39.90

492 8377 小松 悟志 ｺﾏﾂ ｻﾄｼ 愛知県 1:37:44.39

493 9228 高橋 仙長 ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾅｶﾞ 愛知県 1:37:44.41

494 9217 赤岳 憲 ｱｶﾀﾞｹ ｹﾝ 東京都 1:37:45.18

495 10460 阿部 竜一 ｱﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ Ｔｅａｍ 笑み 群馬県 1:37:45.51

496 6347 君塚 尚士 ｷﾐﾂﾞｶ ﾋｻｼ

フレンド商会善福寺

東京都 1:37:47.84

497 12407 絹川 智紹 ｷﾇｶﾞﾜ ﾄﾓｱｷ Ｄｏｗｎｈｉｌｌ００２ 神奈川県 1:37:49.34

498 6076 長谷川 亨 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ チーム長谷川 東京都 1:37:51.16

499 9331 石田 朝光 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾐﾂ

沼津トライアスロンクラブ

静岡県 1:37:52.88

500 5537 村雲 昭功 ﾑﾗｸﾓ ｱｷﾉﾘ

感動涙泣きぬれ隊

愛知県 1:37:55.65
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501 15402 寺川 次郎 ﾃﾗｶﾜ ｼﾞﾛｳ 東京都 1:37:56.18

502 7344 村瀬 祐二 ﾑﾗｾ ﾕｳｼﾞ ウイートグラス 東京都 1:38:01.50

503 6298 赤堀 光一 ｱｶﾎﾘ ｺｳｲﾁ ＦＣＲ 静岡県 1:38:04.05

504 13199 山下 裕弘 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 1:38:04.24

505 8289 平澤 建夫 ﾋﾗｻﾜ ﾀｹｵ 神奈川県 1:38:06.43

506 11322 近田 誉 ﾁｶﾀﾞ ﾎﾏﾚ 神奈川県 1:38:07.58

507 9365 小林 聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ

初めてのトライアスロン部

東京都 1:38:08.69

508 6300 依田 晋一郎 ﾖﾘﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 1:38:09.42

509 8322 渡辺 ヒロキ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ ＳＡＺＥＲＯ 東京都 1:38:10.04

510 12013 石崎 太一 ｲｼｻﾞｷ ﾀｲﾁ チームＭ 東京都 1:38:10.47

511 7484 中島 智 ﾅｶｼﾏ ｻﾄﾙ 神奈川県 1:38:10.92

512 8129 川崎 哲哉 ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾔ ｔｅａｍ＠ｍ 神奈川県 1:38:17.02

513 11350 柳井 一隆 ﾔﾅｲ ｶｽﾞﾀｶ 東京都 1:38:19.40

514 8467 高橋 茂和 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｶｽﾞ ＬＣモンテラック 神奈川県 1:38:20.52

515 8321 加藤 博之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:38:21.63

516 7130 杉山 敏雄 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼｵ

サイクルセンター吉岡

東京都 1:38:26.80

517 6280 上村 文雄 ｶﾐﾑﾗ ﾌﾐｵ 埼玉県 1:38:27.21

518 12016 松倉 禎生 ﾏﾂｸﾗ ｻﾀﾞｵ ＢＥＥＲＳ 山梨県 1:38:27.57

519 4480 佐藤 由己 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 拝承 神奈川県 1:38:28.22

520 15020 中尾 浩司 ﾅｶｵ ｺｳｼﾞ 埼玉県 1:38:28.50

521 7050 佐野 正明 ｻﾉ ﾏｻｱｷ インフィニティ 山梨県 1:38:31.75

522 8402 村本 光男 ﾑﾗﾓﾄ ﾐﾂｵ 東京都 1:38:33.44

523 6046 小澤 辰夫 ｵｻﾞﾜ ﾀﾂｵ ＢＯＳＣＨひとり 栃木県 1:38:35.28

524 9231 原田 竜二 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 大阪府 1:38:36.03

525 16491 山本 聖一 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｲﾁ 奈良県 1:38:37.27

526 12488 後藤 克己 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾐ 東京都 1:38:37.61

527 13406 斉藤 清志 ｻｲﾄｳ ｷﾖｼ 斉藤光学 神奈川県 1:38:38.45

528 6110 石川 彰 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ 埼玉県 1:38:42.52

529 13469 松村 純一郎 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
ニコタマＹクラブ

東京都 1:38:44.15

530 8448 中島 学 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾅﾌﾞ ＣＡＲＫＥＹＳ 茨城県 1:38:48.17

531 9398 近藤 健 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 業界チャリ部 東京都 1:38:50.48

532 7462 野口 誠 ﾉｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:38:52.50

533 12220 田辺 正人 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 東京都 1:38:52.54

534 9237 大石 基広 ｵｵｲｼ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 1:38:58.40

535 10451 北川 史和 ｷﾀｶﾞﾜ ﾌﾐｶｽﾞ ＧＩＡＮＴ 港北 神奈川県 1:38:59.37

536 13376 原 智彦 ﾊﾗ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 1:38:59.58

537 15249 德山 文人 ﾄｸﾔﾏ ﾌﾐﾋﾄ 大阪府 1:39:01.38

538 15282 吉川 吏 ﾖｼｶﾜ ﾂｶｻ

スクエア自転車部

東京都 1:39:02.20

539 16272 後藤 秀徳 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＧＥＮＥ 兵庫県 1:39:03.84

540 9396 岩船 仁志 ｲﾜﾌﾈ ﾋﾄｼ シクロクラブ 埼玉県 1:39:05.54

541 8346 瀧嶋 吉博 ﾀｷｼﾏ ﾖｼﾋﾛ Ｆｉｒｓｔ ｂｉｋｅｓ 東京都 1:39:06.12

542 9350 菊田 一郎 ｷｸﾀ ｲﾁﾛｳ Ｃｕｃｉｎａ 東京都 1:39:06.70

543 8505 清久 慶一 ｷﾖｸ ｹｲｲﾁ Ｉ－ｓｔｏｒｍ 埼玉県 1:39:09.71

544 12502 上田 直毅 ｳｴﾀﾞ ﾅｵｷ

貧脚組＠Ｎｉｃｅ Ｂｕｄｄｙ

神奈川県 1:39:10.10

545 14537 清永 一午 ｷﾖﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ 赤い彗星 神奈川県 1:39:10.13

546 9167 当津 雅之 ﾄｳﾂ ﾏｻﾕｷ

ＴＥＡＭ ＥＴＴＯＨ

東京都 1:39:12.34

547 8278 松本 剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ 神奈川県 1:39:15.02

548 12399 藤澤 雄一 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:39:15.82

549 7283 村田 政法 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ ｔｅｎ２ 愛知県 1:39:17.94

550 16441 望月 渉 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾜﾀﾙ 静岡県 1:39:19.09
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551 9249 加茂 幸彦 ｶﾓ ﾕｷﾋｺ かもＰＭＡＸ 埼玉県 1:39:25.48

552 14006 片岡 昇 ｶﾀｵｶ ﾉﾎﾞﾙ ＳＯＬＩＮＺ 神奈川県 1:39:27.92

553 9395

ＨＳＥＮ ＰＥＩ ＣＨＩＮ

Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 1:39:31.11

554 7274 下村 宏 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛｼ

ＫＭ ＣＹＣＬＥ ＩＢＥＸ

神奈川県 1:39:31.59

555 20064 野村 行人 ﾉﾑﾗ ﾕｷﾋﾄ 静岡県 1:39:33.73

556 8260 中 明雄 ﾅｶ ｱｷｵ 三重県 1:39:35.68

557 12141 柴田 圭二 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｼﾞ 静岡県 1:39:43.61

558 8440 斉藤 加津彦 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 1:39:45.24

559 12283 小林 馨 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 埼玉県 1:39:51.63

560 14435 川口 毅 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｹｼ 東京都 1:39:52.05

561 12351 松本 成輔 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｽｹ 山梨県 1:39:52.77

562 13075 飯間 司 ｲｲﾏ ﾂｶｻ

シクル・マーモット

千葉県 1:39:54.73

563 13059 戸辺 徹 ﾄﾍﾞ ﾄｵﾙ 東京都 1:39:54.75

564 7478 奥田 徳夫 ｵｸﾀﾞ ﾉﾘｵ 東京都 1:39:54.80

565 13462 二宮 茂光 ﾆﾉﾐﾔ ｼｹﾞﾐﾂ チームカモカモ 愛知県 1:39:55.55

566 8215 益山 龍雄 ﾏｽﾔﾏ ﾀﾂｵ ＴＯＢＵ ＢＣ 東京都 1:39:55.82

567 8245 片岡 伸也 ｶﾀｵｶ ｼﾝﾔ 神奈川県 1:39:56.94

568 13236 高橋 宏哲 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 千葉県 1:39:57.02

569 8443 久保田 裕 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾀｶ 群馬県 1:40:00.26

570 9240 藤巻 勝彦 ﾌｼﾞﾏｷ ﾏｻﾋｺ 東京都 1:40:13.73

571 8046 菅野 貢治 ｶﾝﾉ ｺｳｼﾞ ＭＡＲＫ 茨城県 1:40:14.53

572 12438 斉藤 祐嗣 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 愛知県 1:40:18.85

573 15158 竹腰 正人 ﾀｹｺｼ ﾏｻﾄ フレンド商会 東京都 1:40:19.15

574 12328 樋口 幸浩 ﾋｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 1:40:20.60

575 9078 濱本 静夫 ﾊﾏﾓﾄ ｼｽﾞｵ ＨＭ２Ｔ 兵庫県 1:40:20.83

576 5322 橋本 隆二 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 服部倶楽部 大阪府 1:40:23.39

577 7043 荒畑 誠司 ｱﾗﾊﾀ ｾｲｼﾞ チーム８４ 神奈川県 1:40:24.70

578 9289 永嶋 隆雄 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｵ ＳＢＣ 山梨県 1:40:25.34

579 13175 水戸部 勇一 ﾐﾄﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 1:40:25.54

580 11435 佐々木 久 ｻｻｷ ﾋｻｼ ｂｉｋｅｐｏｒｔ 神奈川県 1:40:26.59

581 7415 柳沢 直久 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵﾋｻ ＰＧＢＴ 愛知県 1:40:26.91

582 9288 須藤 出穂 ｽﾄﾞｳ ｲﾂﾞﾎ 東京都 1:40:28.33

583 7094 友部 隆志 ﾄﾓﾍﾞ ﾀｶｼ チーム ニルス 茨城県 1:40:36.90

584 9328 松田 健一 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 1:40:39.60

585 7087 彌永 譲治 ｲﾔﾅｶﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

スズパワー上海

埼玉県 1:40:40.42

586 9219 藤井 隆弘 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ ＹＳＴＣ 神奈川県 1:40:41.48

587 19049 竹村 信也 ﾀｹﾑﾗ ｼﾝﾔ ＴＥＡＭ ｉ 大阪府 1:40:42.50

588 8146 中島 正 ﾅｶｼﾏ ﾀﾀﾞｼ ＮＷＫ２ 愛知県 1:40:45.30

589 11118 伊藤 佳史 ｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 静岡県 1:40:48.74

590 8539 五島 啓明 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｱｷ 東海大ＯＢ 神奈川県 1:40:48.86

591 7434 見城 武秀 ｹﾝｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾃﾞ

愉快な仲間たち

東京都 1:40:55.28

592 9159 中島 均 ﾅｶｼﾏ ﾋﾄｼ
Ｒ． ライツ浜松

静岡県 1:40:56.96

593 19311 中 隆之 ﾅｶ ﾀｶﾕｷ 愛知県 1:40:57.75

594 12508 片山 康 ｶﾀﾔﾏ ﾔｽｼ 東京都 1:40:59.58

595 9330 山田 亨 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ 東京都 1:41:00.74

596 7407 鈴木 弘幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:41:00.92

597 6483 畑崎 隆雄 ﾊﾀｻﾞｷ ﾀｶｵ 神奈川県 1:41:05.23

598 12277 菅野 順介 ｽｶﾞﾉ ｼﾞｭﾝｽｹ 東京都 1:41:07.90

599 13149 米山 陽一郎 ﾖﾈﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京都 1:41:15.82

600 8145 谷田部 邦保 ﾔﾀﾍﾞ ｸﾆﾔｽ 千葉県 1:41:18.01
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601 12265 山口 誠市 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ 東京都 1:41:18.10

602 12138 関口 康明 ｾｷｸﾞﾁ ﾔｽｱｷ 東京都 1:41:20.57

603 8446 木村 毅 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 神奈川県 1:41:21.36

604 10453 川島 和彦 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾋｺ

Ｐａｎａｍａ Ｒｅｄｓ

群馬県 1:41:23.48

605 12101 津野 和宏 ﾂﾉ ｶｽﾞﾋﾛ ２８期チャリ部 東京都 1:41:23.56

606 8254 角田 哲郎 ｽﾐﾀ ﾃﾂﾛｳ ＮＳＧＰ９５ 愛知県 1:41:26.33

607 8365 細田 尚志 ﾎｿﾀﾞ ﾋｻｼ スズパワー 埼玉県 1:41:26.78

608 9315 櫻井 雅義 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾖｼ 埼玉県 1:41:27.66

609 11043 羽山 智康 ﾊﾔﾏ ﾄﾓﾔｽ Ｔｅａｍ Ｌｉｏｎ 千葉県 1:41:28.53

610 14041 河村 浩之 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 1:41:30.98

611 16016 野澤 伸吾 ﾉｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ チーム・Ｙ 埼玉県 1:41:32.11

612 11005 林 成行 ﾊﾔｼ ﾏｻﾕｷ Ｐｅｄａｌｉｓｔ 神奈川県 1:41:34.50

613 11358 山下 勇二 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:41:35.19

614 9041 越田 貴之 ｺｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ ＭＶＰ 東京都 1:41:37.72

615 12028 滝井 勝寿 ﾀｷｲ ｶﾂﾄｼ 静岡県 1:41:40.73

616 6272 高梨 秀一 ﾀｶﾅｼ ｼｭｳｲﾁ 三浦工務店 東京都 1:41:41.75

617 6396 國政 徹 ｸﾆﾏｻ ﾄｵﾙ 千葉県 1:41:45.16

618 8407 中村 雅彦 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 山梨県 1:41:48.70

619 15176 鳥越 生資 ﾄﾘｺﾞｴ ｾｲｼﾞ ＣｏｏｌＶｅｌｏ 兵庫県 1:41:50.00

620 8014 中村 努 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾄﾑ Ｂｅａｃｈ 東京都 1:41:54.17

621 8203 大場 和好 ｵｵﾊﾞ ｶｽﾞﾖｼ ＥＤＹ－ＯＡＫ 東京都 1:41:59.09

622 12128 藤原 明博 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾋﾛ ＢＬＡＳＴ 大阪府 1:41:59.35

623 12526 山峰 政治 ﾔﾏﾐﾈ ﾏｻｼﾞ ＡｒｏＡｒｏ倶楽部 石川県 1:42:01.11

624 6584 荻津 弘行 ｵｷﾞﾂ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 1:42:04.85

625 8522 里吉 務 ｻﾄﾖｼ ﾂﾄﾑ 山梨県 1:42:07.40

626 7318 藤原 一成 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 愛知県 1:42:09.17

627 8511 植松 剛彦 ｳｴﾏﾂ ﾀｹﾋｺ ＭａｒｕＧｉ Ｃｌｕｂ 静岡県 1:42:09.96

628 13344 山木 幹昌 ﾔﾏｷ ﾐｷﾏｻ 静岡県 1:42:11.09

629 9006 西垣 芳幸 ﾆｼｶﾞｷ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:42:11.89

630 6090 佐藤 浩司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ ＮＳＧＰ－９５ 愛知県 1:42:15.16

631 6461 松田 洋明 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ＢＬＡＳＴ 大阪府 1:42:15.60

632 8498 田中 宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:42:18.17

633 11169 熊谷 知仁 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾋﾄ Ｋｕｍａｋｉｃｈｉ 大阪府 1:42:21.47

634 9086 成田 嘉之 ﾅﾘﾀ ﾖｼﾕｷ 東京都 1:42:29.52

635 8470 深見 拓也 ﾌｶﾐ ﾀｸﾔ ｒｉｄｉｎｇ ｃｌｕｂ６ 東京都 1:42:30.16

636 9291 出井 克幸 ｲﾃﾞｲ ｶﾂﾕｷ

ＫＭ ｃｙｃｌｅ ＩＢＥＸ

神奈川県 1:42:34.71

637 12240 金井 政弘 ｶﾅｲ ﾏｻﾋﾛ 日比谷公園前 東京都 1:42:37.31

638 12184 佐藤 正昭 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 千葉県 1:42:37.38

639 6481 齋藤 吉之 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ 東京都 1:42:37.58

640 9245 内片 俊英 ｳﾁｶﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ Ｂｅａｃｈ 神奈川県 1:42:38.67

641 16506 ＬＥＥ ＰＯＷＥＮ Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 1:42:38.86

642 7450 渡辺 実 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ 山梨県 1:42:40.87

643 8269 今村 俊一 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 今村耳鼻科 山梨県 1:42:42.56

644 9109 山中 清司 ﾔﾏﾅｶ ｷﾖｼ
ＲｉｎＲｉｎＲａｃｉｎｇ

東京都 1:42:43.57

645 11482 佐々木 信幸 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

スクアドラ ディ ラボランテ

静岡県 1:42:45.30

646 14476 朝比奈 敏雄 ｱｻﾋﾅ ﾄｼｵ 静岡県 1:42:47.20

647 16259 内田 光彦 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾂﾋｺ ｗａｓｙｕｕ 岡山県 1:42:48.99

648 9057 川村 龍太郎 ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東京都 1:42:49.21

649 9029 橘 俊哉 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄｼﾔ Ｔｅａｍ Ｂａｒｃａ 兵庫県 1:42:55.72

650 13556 関口 彰 ｾｷｸﾞﾁ ｱｷﾗ シクロクラブ 東京都 1:42:56.12
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651 8158 山浦 尚之 ﾔﾏｳﾗ ﾅｵﾕｷ くまくらフレンド 東京都 1:42:58.84

652 11562 西川 賢二 ﾆｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ シクロクラブ 茨城県 1:43:00.41

653 8150 朝妻 浩樹 ｱｻﾂﾏ ﾋﾛｷ サカモト 新潟県 1:43:00.83

654 8339 林 卓巳 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 群馬県 1:43:02.81

655 6423 中田 修裕 ﾅｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡県 1:43:03.30

656 8328 宮田 光範 ﾐﾔﾀ ﾐﾂﾉﾘ ｔｅａｍ Ｋ 東京都 1:43:04.22

657 12550 桑原 伸也 ｸﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔ ＣＲＣ 静岡県 1:43:07.19

658 14142 齋藤 真純 ｻｲﾄｳ ﾏｽﾐ 軟式柔道部 神奈川県 1:43:09.83

659 13115 畔柳 了 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｻﾄﾙ
チームヤマシゲ

愛知県 1:43:09.95

660 9170 小川 裕之 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ ＢｅＰＡＲＫ 東京都 1:43:10.27

661 9261 小田 敏之 ｵﾀﾞ ﾄｼﾕｷ フレンド商会 東京都 1:43:10.55

662 12088 村上 幸二郎 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｼﾞﾛｳ ミチクサクラブ 埼玉県 1:43:12.25

663 14013 石川 嘉規 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾉﾘ 東京都 1:43:12.88

664 8282 鈴木 誠太郎 ｽｽﾞｷ ｾｲﾀﾛｳ

チームＢＭレーシング

埼玉県 1:43:15.70

665 6592 村田 明弘 ﾑﾗﾀ ｱｷﾋﾛ
チームゴサンケ

東京都 1:43:16.42

666 18152 清水 輝雄 ｼﾐｽﾞ ﾃﾙｵ 埼玉県 1:43:23.38

667 12493 佐野 智昌 ｻﾉ ﾁｱｷ

Ｐｏｃｃｈａｌｌｉ ＣＬＵＢ

静岡県 1:43:25.22

668 13486 池谷 研一 ｲｹﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:43:26.02

669 8040 木村 勝則 ｷﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ 埼玉県 1:43:26.29

670 6595 後藤 ケイスケ ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ 宮崎県 1:43:28.70

671 12420 鈴木 和幸 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ
コマツ自転車部

茨城県 1:43:29.29

672 16188 堤 幹夫 ﾂﾂﾐ ﾐｷｵ 神奈川県 1:43:31.71

673 8063 大野 啓介 ｵｵﾉ ｹｲｽｹ 三重県 1:43:36.54

674 12306 上田 宗行 ｳｴﾀﾞ ﾑﾈﾕｷ 東京都 1:43:37.79

675 19440 相田 和彦 ｱｲﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

バイクルプラザＲ・Ｔ

東京都 1:43:39.57

676 8508 馬場 剛志 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｹｼ

サイクリングスター

三重県 1:43:46.97

677 12143 高田 仁 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻｼ 静岡県 1:43:47.09

678 7521 藤原 広太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ チームｉ 大阪府 1:43:49.13

679 11083 里西 明夫 ｻﾄﾆｼ ｱｷｵ 東京都 1:43:49.18

680 7098 山下 晃二 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:43:50.28

681 13426 稲上 匡彦 ｲﾅｶﾞﾐ ﾀﾀﾞﾋｺ

ＹＯＵＣＡＮ八王子

東京都 1:43:51.34

682 13147 岩月 浩 ｲﾜﾂｷ ﾋﾛｼ 星の子 愛知県 1:43:51.54

683 6579 山田 聖彦 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ
なるしまフレンド

東京都 1:43:51.78

684 5402 富永 喜敏 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｼﾄｼ 埼玉県 1:43:52.52

685 13476 須賀 勤 ｽｶﾞ ﾂﾄﾑ がっちゃんず 群馬県 1:43:53.29

686 9259 渡辺 淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ

チーム オロンド

神奈川県 1:43:53.85

687 6147 松本 浩行 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 1:43:55.08

688 4174 小口 剛 ｵｸﾞﾁ ﾂﾖｼ

Ｔｅａｍ ＶＡＰＯＲ

東京都 1:43:56.68

689 13002 小野 成司 ｵﾉ ｾｲｼﾞ フレンド商会 東京都 1:43:58.80

690 9238 中村 洋志 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ

ＴＥＡＭ ＥＣＵ さるちゃん

兵庫県 1:44:00.55

691 12200 中島 祐生 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾁｵ 静岡県 1:44:05.08

692 6246 石田 水央 ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞｵ Ｈｉ－Ｂｉｋｅ 茨城県 1:44:05.76

693 12160 梅村 年幸 ｳﾒﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 愛知県 1:44:06.97

694 15114 道券 宣浩 ﾄﾞｳｹﾝ ﾉﾘﾋﾛ 石川県 1:44:07.32

695 13353 井谷 幸一 ｲﾀﾆ ｺｳｲﾁ 埼玉県 1:44:09.47

696 13267 牧野 芳昭 ﾏｷﾉ ﾖｼｱｷ

ＳＮＯＷ ＧＯＯＳＥ

千葉県 1:44:10.30

697 16219 平川 剛宏 ﾋﾗｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:44:11.54

698 8111 雑賀 保彦 ｻｲｶﾞ ﾔｽﾋｺ

Ｔｅａｍ Ａｒｃｔｕｒｕｓ

大阪府 1:44:14.53

699 15437 横山 裕司 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 走漕会 東京都 1:44:17.01

700 14268 田中 佑幸 ﾀﾅｶ ﾕｳｺｳ チームＵＫ 山梨県 1:44:18.25
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701 12295 栗原 淳行 ｸﾘﾊﾗ ｱﾂﾕｷ 大阪府 1:44:18.96

702 6158 丁 毅文 ﾃｲ ｲﾑﾝ 東京都 1:44:19.09

703 8210 鈴木 正人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 神奈川県 1:44:19.24

704 6387 橋本 淳二 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ ラフィータフィー 三重県 1:44:19.88

705 8396 若林 正志 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ 富山県 1:44:22.42

706 16231 塩田 直彦 ｼｵﾀﾞ ﾅｵﾋｺ 愛知県 1:44:26.67

707 12091 大澤 正 ｵｵｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ Ａｒｃｔｕｒｕｓ 京都府 1:44:31.54

708 7516 清水野 忠 ｼﾐｽﾞﾉ ﾀﾀﾞｼ 栃木県 1:44:32.68

709 9370 平野 玲之 ﾋﾗﾉ ﾚｲｼﾞ

東京大学附属自転車同好会

埼玉県 1:44:34.78

710 15406 本田 智章 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 東京都 1:44:36.44

711 14535 大石 和弘 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:44:36.72

712 12037 石野 英之 ｲｼﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ

ＫＯＤＡＫＵＳＡＮ

神奈川県 1:44:46.10

713 15356 下妻 秀徳 ｼﾓﾂﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 1:44:46.79

714 16083 柴 信夫 ｼﾊﾞ ﾉﾌﾞｵ 東京都 1:44:48.66

715 8358 小川 篤志 ｵｶﾞﾜ ｱﾂｼ 東京都 1:44:52.71

716 13136 木下 誠 ｷﾉｼﾀ ﾏｺﾄ

ランタンルージュ

兵庫県 1:44:55.70

717 6182 水谷 拓志 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸｼﾞ 青山双輪會 東京都 1:44:55.93

718 8318 上人 正 ｼﾞｮｳﾆﾝ ﾀﾀﾞｼ

岸和田ツーリングクラブ

大阪府 1:45:00.32

719 17115 菱川 英宣 ﾋｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ＩＣＭ 神奈川県 1:45:01.30

720 13503 高橋 英朋 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄﾓ 静岡県 1:45:04.84

721 15162 曽篠 雅彦 ｿｼﾉ ﾏｻﾋｺ 茨城県 1:45:09.40

722 19312 石井 智志 ｲｼｲ ｻﾄｼ 東京都 1:45:14.60

723 13053 大須賀 秀禎 ｵｵｽｶﾞ ﾋﾃﾞｻﾀﾞ

秀光サイクリングチーム

神奈川県 1:45:19.16

724 11138 井田 久生 ｲﾀﾞ ﾋｻｵ 埼玉県 1:45:23.07

725 8462 石崎 稔 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾉﾙ ＡＴＯ１．８ 神奈川県 1:45:25.26

726 13056 中登 義仁 ﾅｶﾄ ﾖｼﾋﾄ

ＣｏｇｇｅｙＡＯＢＡＤＡＩ

神奈川県 1:45:32.36

727 15320 武内 和己 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾐ 東京都 1:45:34.66

728 8445 鈴村 恵司 ｽｽﾞﾑﾗ ｹｲｼﾞ ＡＣＣ 愛知県 1:45:37.84

729 9230 高川 清 ﾀｶｶﾞﾜ ｷﾖｼ 富山県 1:45:38.67

730 13193 吉野 正治 ﾖｼﾉ ﾏｻﾊﾙ

ＬＯＫＯ ＲＡＣＩＮＧ

埼玉県 1:45:39.88

731 8226 西 智徳 ﾆｼ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 1:45:40.14

732 8454 白石 祐昭 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｱｷ あかさか～ず 神奈川県 1:45:43.76

733 13201 村瀬 達彦 ﾑﾗｾ ﾀﾂﾋｺ 神奈川県 1:45:46.59

734 9145 中島 健晴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾊﾙ オミノウェイズ 東京都 1:45:49.91

735 12125 内田 知道 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾐﾁ

グッドチャリズム宣言

埼玉県 1:45:51.76

736 8090 青木 勉 ｱｵｷ ﾂﾄﾑ 埼玉県 1:45:51.92

737 19301 浅香 守弘 ｱｻｶ ﾓﾘﾋﾛ 東京都 1:45:53.41

738 15146 井上 勇 ｲﾉｳｴ ｲｻﾑ 東京都 1:45:57.56

739 13471 宮内 保 ﾐﾔｳﾁ ﾀﾓﾂ

２７８うんならがすど

千葉県 1:45:57.77

740 9306 深澤 昌利 ﾌｶｻﾜ ﾏｻﾄｼ 山梨県 1:45:59.03

741 7230 村松 直巳 ﾑﾗﾏﾂ ﾅｵﾐ

ハムカツ合衆国

静岡県 1:46:01.57

742 6096 福田 隆司 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ ＦＡＲｓ横浜 神奈川県 1:46:03.34

743 13309 古田 孝一 ﾌﾙﾀ ｺｳｲﾁ ＢＬＡＳＴ 大阪府 1:46:06.50

744 15023 倉持 信吾 ｸﾗﾓﾁ ｼﾝｺﾞ 埼玉県 1:46:08.47

745 9190 金指 研 ｶﾅｻｼ ｹﾝ 栃木県 1:46:08.72

746 13461 加藤 嘉章 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ 埼玉県 1:46:18.31

747 8548 中島 健次 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ うみがめＲＣ 東京都 1:46:19.23

748 8045 鈴木 久仁男 ｽｽﾞｷ ｸﾆｵ 東京都 1:46:25.95

749 12469 早川 浩司 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛｼ ＢＣおやま 栃木県 1:46:26.33

750 8184 川淵 崇 ｶﾜﾌﾞﾁ ﾀｶｼ チームＫ 徳島県 1:46:32.09
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751 12095 園部 和男 ｿﾉﾍﾞ ｶｽﾞｵ 神奈川県 1:46:43.36

752 7507 島村 英人 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 湘南浪漫 神奈川県 1:46:44.48

753 13484 工藤 弘幸 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:46:45.54

754 19302 伊藤 賢一 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:46:49.44

755 7324 辰巳 嘉一 ﾀﾂﾐ ｶｲﾁ アスカ 奈良県 1:46:52.20

756 8137 曽雌 秀樹 ｿｼ ﾋﾃﾞｷ

ＦＵＪＩＴＳＵ ＤＩＰＲＯ

千葉県 1:46:53.09

757 12384 内山 浩二 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｼﾞ ＴＨＨＣＣ 東京都 1:46:56.57

758 14341 加納 安章 ｶﾉｳ ﾔｽｱｷ 神奈川県 1:46:57.19

759 6115 松延 秀夫 ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾋﾃﾞｵ Ｂｅａｃｈ 神奈川県 1:46:57.77

760 14446 矢野 良明 ﾔﾉ ﾖｼｱｷ 東京都 1:46:59.04

761 16469 桑名 秀樹 ｸﾜﾅ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:47:00.42

762 12486 米倉 政治 ﾖﾈｸﾗ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 1:47:02.57

763 12129 因藤 靖久 ｲﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋｻ 松竹ナビ 埼玉県 1:47:03.63

764 11251 砂堀 諭 ｽﾅﾎﾞﾘ ｻﾄｼ 神奈川県 1:47:03.86

765 12435 富島 一樹 ﾄﾐｼﾏ ｶｽﾞｷ 大阪府 1:47:03.93

766 9183 大谷 節哉 ｵｵﾀﾆ ｾﾂﾔ Ｔｉｐｐｅｒｓ 神奈川県 1:47:04.51

767 9014 内藤 孝 ﾅｲﾄｳ ﾀｶｼ 東京都 1:47:08.07

768 9085 軒原 浩 ﾉｷﾊﾗ ﾋﾛｼ 徳島県 1:47:12.76

769 16121 杉本 龍志 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾂｼ 千葉県 1:47:19.64

770 9068 中澤 淳 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾂｼ 東京都 1:47:21.95

771 13170 吉富 淳 ﾖｼﾄﾐ ｱﾂｼ 京都府 1:47:24.13

772 16186 若狭 靖輔 ﾜｶｻ ﾔｽｽｹ 千葉県 1:47:32.39

773 7165 豊嶋 遊戈 ﾄﾖｼﾏ ﾕｳｶ ＬＣモンテラック 神奈川県 1:47:38.73

774 12083 木崎 純一郎 ｷｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ２８ｋ期チャリ部 神奈川県 1:47:40.71

775 13491 米田 雅人 ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻﾄ

ＳＮＯＷ ＧＯＯＳＥ

東京都 1:47:41.30

776 12344 下田平 勉 ｼﾓﾀﾋﾞﾗ ﾂﾄﾑ 神奈川県 1:47:46.43

777 12450 石田 光一 ｲｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 1:47:49.63

778 13526 東元 茂樹 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ｼｹﾞｷ 神奈川県 1:47:52.23

779 9104 利守 弘充 ﾄｼﾓﾘ ﾋﾛﾐﾂ

ＳＡＫＥＨＩＴＯＳＵＪＩ

岡山県 1:47:56.22

780 12305 萩野 誠一郎 ﾊｷﾞﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 愛知県 1:47:58.74

781 12219 佐藤 仁 ｻﾄｳ ｼﾞﾝ

東大附属自転車同好会

東京都 1:47:59.81

782 9356 吉江 政隆 ﾖｼｴ ﾏｻﾀｶ 天空 長野県 1:48:00.27

783 12549 宮崎 幸治 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 横浜Ｔｉｐｐｅｒｓ 神奈川県 1:48:01.68

784 12364 小松澤 靖 ｺﾏﾂｻﾞﾜ ﾔｽｼ 山梨県 1:48:03.28

785 12341 張替 明 ﾊﾘｶﾞｴ ｱｷﾗ

鶴見川サイクリングバディーズ

神奈川県 1:48:05.14

786 7538 箱 隆之 ﾊｺ ﾀｶﾕｷ ＳＵＢ ３ 神奈川県 1:48:10.90

787 7175 大野 道郎 ｵｵﾉ ﾐﾁｵ Ｂｅａｃｈ 神奈川県 1:48:15.03

788 15486 柴戸 賢一 ｼﾊﾞｺ ｹﾝｲﾁ

ラフ＆ロード北摂

大阪府 1:48:15.61

789 11098 町田 弘幸 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 1:48:17.64

790 12470 上條 尚史 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾅｵﾌﾐ 長野県 1:48:19.05

791 13229 橋本 順一 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡県 1:48:19.26

792 13287 佐々木 雄司 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 栃木県 1:48:21.08

793 14497 中島 邦之 ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾆﾕｷ ＭＩＧＨＴＹ 千葉県 1:48:23.81

794 15398 馬場 信吾 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｺﾞ 埼玉県 1:48:24.73

795 12417 三井 正司 ﾐﾂｲ ﾏｻｼ Ｅｓｐａｃｅ 山梨県 1:48:29.24

796 12348 岡野 雅章 ｵｶﾉ ﾏｻｱｷ ＭＡＳＣＯ 埼玉県 1:48:29.29

797 8387 工藤 穣 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｮｳ ランニングデポ 神奈川県 1:48:32.92

798 13208 田島 良雄 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼｵ 神奈川県 1:48:33.73

799 9326 代永 茂樹 ﾖﾅｶﾞ ｼｹﾞｷ 山梨県 1:48:34.27

800 13039 多田 学 ﾀﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 1:48:34.66
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800 14295 阿部 繁 ｱﾍﾞ ｼｹﾞﾙ

ＭＥＬＣＯチャリクラブ

静岡県 1:48:34.66

802 16043 宮口 恵一 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 1:48:37.83

803 12354 村本 武則 ﾑﾗﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ おやじ 埼玉県 1:48:38.88

804 11368 近藤 恭史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｼ 愛知県 1:48:39.44

805 11341 並木 和幸 ﾅﾐｷ ｶｽﾞﾕｷ

ＧＢＧＢらいだぁす

埼玉県 1:48:41.00

806 15342 本名 孝広 ﾎﾝﾅ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:48:41.21

807 12120 樋沼 重夫 ﾋﾇﾏ ｼｹﾞｵ

クラブしずおかサイクル

東京都 1:48:52.22

808 16042 澁谷 輝一 ｼﾌﾞﾔ ｷｲﾁ 栃木県 1:48:52.92

809 12110 渡辺 真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 千葉県 1:48:53.66

810 15083 佐藤 志樹 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ 神奈川県 1:48:53.86

811 8502 藤岡 敬純 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｶｽﾐ 神奈川県 1:48:55.54

812 13308 関 賢治 ｾｷ ｹﾝｼﾞ ＰｅｒＧｉｔａ２ 埼玉県 1:48:56.62

813 13299 島 康記 ｼﾏ ﾔｽﾉﾘ ＴＥＡＭ Ｇ＆Ｇ 奈良県 1:49:00.41

814 7517 門倉 良太 ｶﾄﾞｸﾗ ﾘｮｳﾀ
チームベイパー

神奈川県 1:49:00.87

815 12201 角井 博 ｶｸｲ ﾋﾛｼ 東京都 1:49:09.41

816 8048 前田 洋一 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 1:49:10.44

817 19526

ＴＳＡＯ ＳＨＩＨ－ＫＵ

ｉ Ｓｅｔ Ｂｉｋｅ 1:49:11.16

818 19158 堀内 浩司 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:49:13.81

819 13551 林 忠信 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 業界チャリ部 東京都 1:49:14.17

820 14137 原田 三津也 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂﾔ 東京都 1:49:20.32

821 9363 広瀬 清志 ﾋﾛｾ ｷﾖｼ 東京都 1:49:22.43

822 13230 中道 薫 ﾅｶﾐﾁ ｶｵﾙ Ｃｈａｒｉ２．０ 愛知県 1:49:24.80

823 14046 森 眞二 ﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 東京都 1:49:24.84

824 11100 太田 克行 ｵｵﾀ ｶﾂﾕｷ 神奈川県 1:49:28.16

825 9132 下條 恭永 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾔｽﾅｶﾞ 神奈川県 1:49:28.91

826 7390 松井 敏久 ﾏﾂｲ ﾄｼﾋｻ

チーム・ＫＹＯＤＯ

神奈川県 1:49:39.89

827 11306 山田 正巳 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 岡山県 1:49:40.18

828 12082 石川 武也 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾔ 青山双輪會 埼玉県 1:49:43.64

829 14358 清水 昌文 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾌﾐ ＪＡあつぎ 神奈川県 1:49:44.80

830 14567
ＬＡＷ ＷＩＮＧ ＯＮ

Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 1:49:46.03

831 14280 渋谷 孝征 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶﾕｷ
ＨＢＦ／オリコム

東京都 1:49:46.86

832 7514 一木 洋介 ｲﾁｷﾞ ﾖｳｽｹ ＯＣＡ 愛知県 1:49:49.33

833 9235 坂本 昇 ｻｶﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 東京都 1:49:50.50

834 13431 伊藤 将仁 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 埼玉県 1:50:03.06

835 13031 三根 芳文 ﾐﾈ ﾖｼﾌﾐ ＧＲＯＶＥ鎌倉 神奈川県 1:50:03.59

836 8273 長谷部 晃央 ﾊｾﾍﾞ ｱｷｵ ＥＣＵ 東京都 1:50:07.51

837 7002 石橋 克之 ｲｼﾊﾞｼ ｶﾂﾕｷ 福島県 1:50:10.33

838 8148 田宮 賢寿郎 ﾀﾐﾔ ｹﾝｼﾞﾛｳ 福島県 1:50:17.56

839 8313 日沖 純一 ﾋｵｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 自由輪倶楽部 愛知県 1:50:21.46

840 12269 加倉井 勝信 ｶｸﾗｲ ｶﾂﾉﾌﾞ 東京都 1:50:24.98

841 12195 井上 治 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 埼玉県 1:50:26.30

842 9129 田村 謙吾 ﾀﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 1:50:27.64

843 12264 中沢 俊博 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 東京都 1:50:36.06

844 8193 伊藤 孝 ｲﾄｳ ﾀｶｼ

バイクルプラザＲ・Ｔ

東京都 1:50:37.18

845 12553 林 征敏 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄｼ 東京都 1:50:37.26

846 12121 山口 春好 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾖｼ 群馬県 1:50:39.43

847 13156 影山 輝明 ｶｹﾞﾔﾏ ﾃﾙｱｷ 千葉県 1:50:42.28

848 17159 勝村 章 ｶﾂﾑﾗ ｱｷﾗ 山梨県 1:50:44.63

849 12353 小林 健一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ ｇｅｅｐ 神奈川県 1:50:45.21

850 14136 麩谷 博之 ﾌﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ Ｔｅａｍ Ｂａｒｃａ 兵庫県 1:50:45.41
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851 19105 澤井 康 ｻﾜｲ ﾔｽｼ 神奈川県 1:50:49.01

852 16013 廣澤 賢一郎 ﾋﾛｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:50:50.23

853 5525 越山 淳 ｺｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝ ＯＢＦ 神奈川県 1:50:50.24

854 8499 臼井 英明 ｳｽｲ ﾋﾃﾞｱｷ 熔岩戦隊 千葉県 1:50:52.09

855 13505 三宅 秀典 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川県 1:50:53.02

856 20029 二宮 猛 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｹｼ 神奈川県 1:50:55.58

857 17277 渡邊 宏憲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 1:51:01.91

858 14027 加藤 昌弘 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 東京都 1:51:02.57

859 13111 小倉 拓馬 ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾏ

群馬Ｐキャン倶楽部

東京都 1:51:03.03

860 13467 山崎 隆史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 埼玉県 1:51:04.67

861 12031 松本 伸吾 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｺﾞ モンテラック 東京都 1:51:06.15

862 12323 内田 晴久 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾋｻ 愛知県 1:51:14.90

863 12329 佐藤 裕行 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ パッシオーネ 東京都 1:51:17.59

864 15288 斎藤 豊 ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ 埼玉県 1:51:21.70

865 8471 山田 善久 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 山梨県 1:51:36.47

866 11117 吉田 美樹雄 ﾖｼﾀﾞ ﾐｷｵ チーム百年 静岡県 1:51:37.98

867 13329 実下 和彦 ﾐｼﾀ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 1:51:38.31

868 12085 佐野 渉 ｻﾉ ﾜﾀﾙ 愛知県 1:51:39.20

869 12453 野村 健司 ﾉﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ＭＣ 東京都 1:51:41.50

870 12166 飯田 秀樹 ｲｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ Ａｄａｇｉｏ 神奈川県 1:51:42.05

871 13066 山田 誠二 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ

Ｓａｉｎｔ－Ｇｏｂａｉｎ

埼玉県 1:51:43.05

872 8398 山田 喜久 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｻ Ａｄａｇｉｏ 神奈川県 1:51:43.82

873 17306 野口 竜一 ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ コマツ 栃木県 1:51:48.81

874 17374 外山 和彦 ﾄﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 静岡県 1:51:51.32

875 6470 中西 清和 ﾅｶﾆｼ ｷﾖｶｽﾞ 三重県 1:51:55.12

876 15369 清野 真右 ｾｲﾉ ｼﾝｽｹ そるればんて 埼玉県 1:52:01.99

877 14206 田続 利夫 ﾀﾂﾂﾞｷ ﾄｼｵ 茨城県 1:52:05.92

878 11445 甘利 栄 ｱﾏﾘ ｻｶｴ ＪＡあつぎ 神奈川県 1:52:08.74

879 14030 野内 豊彦 ﾔﾅｲ ﾄﾖﾋｺ ＩＥＣ・ＡＣ 茨城県 1:52:09.05

880 9021 濱西 圭介 ﾊﾏﾆｼ ｹｲｽｹ 大阪府 1:52:09.86

881 19106 杉本 修一郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:52:12.37

882 17284 菱田 新 ﾋｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 東京都 1:52:14.80

883 17046 須澤 智康 ｽｻﾞﾜ ﾄﾓﾔｽ 福岡県 1:52:17.58

884 12359 日比野 勝 ﾋﾋﾞﾉ ﾏｻﾙ 愛知県 1:52:27.10

885 14203 林 雅博 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 1:52:30.13

886 9187 齋藤 稔 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ ＥＡＴ２ 東京都 1:52:36.96

887 20170 佐々木 秀樹 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｷ 香川県 1:52:36.99

888 8391 羽田 和矢 ﾊﾀﾞ ｶｽﾞﾔ チームコバリン 山梨県 1:52:38.68

889 14176 磯田 浩章 ｲｿﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ＩＳＯＫ 東京都 1:52:40.48

890 12136 岸野 浩昌 ｷｼﾉ ﾋﾛﾏｻ 東京都 1:52:40.98

891 20142 荒牧 光男 ｱﾗﾏｷ ﾐﾂｵ 東京都 1:52:41.38

892 13009 長田 雅行 ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾕｷ ＧＴＣ 山梨県 1:52:43.54

893 9264 似内 一俊 ﾆﾀﾅｲ ｶｽﾞﾄｼ ＫＩＫＯ－ＴＥＣＨ 東京都 1:52:45.23

894 17313 川幡 秀雄 ｶﾜﾊﾀ ﾋﾃﾞｵ ＳａｎｏＣｌｉｍｂ 東京都 1:52:47.52

895 13274 清水 隆範 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾉﾘ Ｔａｋｕ＆Ｔａｋａ 千葉県 1:52:47.83

896 12522 星野 寿之 ﾎｼﾉ ﾄｼﾕｷ 新潟県 1:52:49.32

897 12148 平出 孝史 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀｶｼ シャルドネ 山梨県 1:52:52.79

898 11510 山田 豊 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ 埼玉県 1:52:58.64

899 14516 牧野 豊 ﾏｷﾉ ﾕﾀｶ
ＢＳダイアモンド

神奈川県 1:53:01.68

900 16069 庭田 徹 ﾆﾜﾀ ﾄｵﾙ 北海道 1:53:05.74
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901 13189 長嶋 伸夫 ﾅｶﾞｼﾏ ﾉﾌﾞｵ 京都府 1:53:08.04

902 14425 松本 俊司 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ

清水建設 関東支店

群馬県 1:53:08.18

903 14286 山田 昇 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 埼玉県 1:53:09.51

904 14004 清水 功治 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 滋賀県 1:53:11.07

905 9241 福岡 栄作 ﾌｸｵｶ ｴｲｻｸ

感動涙なき濡れ隊

愛知県 1:53:15.76

906 13545 大石 剛広 ｵｵｲｼ ﾀｶﾋﾛ 静岡県 1:53:16.81

907 9039 細田 隆 ﾎｿﾀﾞ ﾀｶｼ ｂｅａｃｈ 東京都 1:53:19.61

908 13514 砂川 竜男 ｽﾅｶﾜ ﾀﾂｵ 東京都 1:53:24.02

909 6148 西野 圭三 ﾆｼﾉ ｹｲｿﾞｳ 神奈川県 1:53:25.97

910 5389 多田 佳憲 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 京都府 1:53:27.09

911 17253 熊谷 潤 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:53:30.11

912 20057 亀沢 泰憲 ｶﾒｻﾞﾜ ﾔｽﾉﾘ 山梨県 1:53:35.55

913 12134 宮田 正浩 ﾐﾔﾀ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 1:53:36.10

914 15500 清水 卓弥 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 東京都 1:53:38.08

915 17111 富田 誠樹 ﾄﾐﾀ ｾｲｷ ＳＯＲＡ 神奈川県 1:53:39.95

916 16495 橋本 逸郎 ﾊｼﾓﾄ ｲﾂﾛｳ 東京都 1:53:42.12

917 17527 名畑 修司 ﾅﾊﾀ ｼｭｳｼﾞ ＳＱＵＡＲＥ 東京都 1:53:42.67

918 13429 後藤 拓司 ｺﾞﾄｳ ﾀｸｼﾞ 神奈川県 1:53:46.89

919 15194 米川 敦 ﾖﾈｶﾜ ｱﾂｼ ＹｏｕＣａｎ 東京都 1:53:49.47

920 10416 山口 康彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋｺ 神奈川県 1:53:49.61

921 14052 山嵜 正明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｱｷ

東大附属自転車同好会

東京都 1:53:52.62

922 12520 大河内 研一 ｵｵｺｳﾁ ｹﾝｲﾁ

アトリエ フルーブ

神奈川県 1:53:57.67

923 13439 桑原 雄二 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 愛知県 1:53:58.66

924 13306 岡島 範行 ｵｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ ＦＲ２ 滋賀県 1:54:04.37

925 19087 後藤 浩一 ｺﾞﾄｳ ｺｳｲﾁ 大阪府 1:54:04.51

926 16385 中村 寿光 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻｷ ＹＡＳＴＩＳＴ 茨城県 1:54:05.41

927 12311 森永 二郎 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼﾞﾛｳ 埼玉県 1:54:17.55

928 13441 佐藤 武志 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 東京都 1:54:23.20

929 13192 横山 浩司 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ

へろクライマーず

東京都 1:54:33.56

930 14188 関根 裕之 ｾｷﾈ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:54:34.54

931 7167 日比野 康治 ﾋﾋﾞﾉ ﾔｽﾊﾙ

Ｔｅａｍ ＤＡＤＤＹ

岐阜県 1:54:40.70

932 14303 佐藤 裕幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:54:42.25

933 10483 佐藤 孝幸 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ

ショーワ自転車部

神奈川県 1:54:43.49

934 13515 青木 明弘 ｱｵｷ ｱｷﾋﾛ 熔岩戦隊 千葉県 1:54:46.46

935 12507 内山 祥章 ｳﾁﾔﾏ ﾖｼｱｷ 埼玉県 1:54:49.22

936 13134 岸 直邦 ｷｼ ﾅｵｸﾆ
どんぐりころころ

東京都 1:54:50.29

937 19129 宮島 聡 ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾄｼ 静岡県 1:54:51.88

938 14439 山口 哲 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 東京都 1:54:52.60

939 13088 紅林 泉 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｲｽﾞﾐ 静岡県 1:54:54.83

940 9387 角田 光禎 ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾂｻﾀﾞ 神奈川県 1:54:55.08

941 12503 宮田 徹 ﾐﾔﾀ ﾄｵﾙ ＥＲＩＣＳＳＯＮ 東京都 1:54:56.34

942 13318 黒木 尊行 ｸﾛｷ ﾀｶﾕｷ

グッド・チャリズム宣言

東京都 1:55:07.88

943 8099 小笠原 利一 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｲﾁ チームＦ 神奈川県 1:55:13.99

944 18099 樺山 智一 ｶﾊﾞﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ 栃木県 1:55:15.00

945 13234 荒川 隆人 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾄ 茨城県 1:55:21.36

946 12286 満岡 毅 ﾐﾂｵｶ ﾂﾖｼ 京都府 1:55:22.42

947 13394 浦上 崇 ｳﾗｶﾐ ﾀｶｼ 大阪府 1:55:27.52

948 13546 都留 一広 ﾂﾙ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 1:55:28.96

949 14195 田代に 茂 ﾀｼﾛ ｼｹﾞﾙ ミズノ 大阪府 1:55:30.89

950 15477 岩本 健一 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 兵庫県 1:55:37.43
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951 9193 東山 勝美 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｶﾂﾐ 愛知県 1:55:39.96

952 12499 山本 俊 ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ

ＴＥＡＭ ｏｒａｎｇｅ

東京都 1:55:42.58

953 20456

ＣＨＩＡＮＧ ＪＥＮ－ＴＡＧＮ

ｉ Ｓｅｔ Ｂｉｋｅ 1:55:49.57

954 12401 大房 達哉 ｵｵﾌｻ ﾀﾂﾔ Ｋｅｎｎｊｙｏ ＧＳ 千葉県 1:55:53.44

955 14327 中原 稔 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾉﾙ 長野県 1:55:56.29

956 18198 大島 幹 ｵｵｼﾏ ﾓﾄｷ 東京都 1:56:04.41

957 14073 織戸 伸樹 ｵﾘﾄ ﾉﾌﾞｷ オリトス 茨城県 1:56:05.94

958 17346 小平 昌伸 ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 静岡県 1:56:07.80

959 14478 田辺 佳浩 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ

ちーむ たなべ衛

東京都 1:56:09.27

960 8225 高塚 秀夫 ﾀｶﾂｶ ﾋﾃﾞｵ ＰＡＮＤＡＭＡＮ 茨城県 1:56:10.96

961 8485 堤 達彦 ﾂﾂﾐ ﾀﾂﾋｺ ぽこあぽこぽこ 三重県 1:56:11.26

962 10248 吉田 光徳 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ 愛媛県 1:56:13.36

963 17135 加藤 靖男 ｶﾄｳ ﾔｽｵ Ｋ－Ｃ３ 群馬県 1:56:15.09

964 13372 栗坂 一弘 ｸﾘｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:56:22.53

965 4572 栗田 秀隆 ｸﾘﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ ｃｌｕｂ ｐｋ 千葉県 1:56:24.44

966 12026 萩原 英之 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ ｔｅａｍ ｅｖｉｎａ 神奈川県 1:56:32.47

967 17390 御代田 直実 ﾐﾖﾀ ﾅｵﾐ

かみなりサイクラ～ず

埼玉県 1:56:37.58

968 8202 津野瀬 洋 ﾂﾉｾ ﾋﾛｼ

ＨＯＮＤＡ Ｃファクトリー

神奈川県 1:56:40.44

969 12548 井上 彰 ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ 東京都 1:56:41.76

970 9096 青柳 修司 ｱｵﾔｷﾞ ｼｭｳｼﾞ 長野県 1:56:46.46

971 12321 茂木 功一 ﾓｷﾞ ｺｳｲﾁ 埼玉県 1:56:49.30

972 13507 船越 信 ﾌﾅｺｼ ﾏｺﾄ 京都ＸＣ 大阪府 1:56:49.73

973 12150 丸山 忠則 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾀﾞﾉﾘ セオ大宮 埼玉県 1:56:49.86

974 14089 中島 輝夫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾙｵ 東京都 1:56:50.51

975 16296 伊藤 寛 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 静岡県 1:56:54.30

976 8297 瀧澤 哲也 ﾀｷｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ
コロころんカフェ

東京都 1:56:55.59

977 9198 堀口 睦史 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾑﾂｼ Ｅｑｕｉｐｅ ＡＮＡ 千葉県 1:57:00.20

978 13269 長谷野 文吾 ﾊｾﾉ ﾌﾞﾝｺﾞ Ｅｑｕｉｐｅ ＡＮＡ 神奈川県 1:57:00.24

979 13440 遠藤 剛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 東京都 1:57:12.29

980 9180 伊藤 直樹 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 山梨県 1:57:14.81

981 15035 田安 繁晴 ﾀﾔｽ ｼｹﾞﾊﾙ 福井県 1:57:16.19

982 16229 重田 芳昭 ｼｹﾞﾀ ﾖｼｱｷ 群馬県 1:57:16.58

983 8192 吉澤 直樹 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ

Ａｄｉｐｏ－Ｓｈａｋｅｒｓ

東京都 1:57:17.76

984 14279 佐藤 孝良 ｻﾄｳ ﾀｶﾖｼ 宮城野ＣＣ 宮城県 1:57:18.84

985 17570

ＹＥＨ ＫＵＯＮＧ－ＷＵ

ｉ Ｓｅｔ Ｂｉｋｅ 1:57:19.62

986 17357 阿部 裕志 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:57:20.46

987 13302 依田 文彦 ﾖﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ ＳＫＲ 愛知県 1:57:24.10

988 17024 小田 高広 ｵﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 1:57:27.08

989 8420 佐藤 行夫 ｻﾄｳ ﾕｷｵ

チームフラミンゴ

埼玉県 1:57:38.74

990 17041 菅原 圭 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲ Ｅｑｕｉｐｅ ＡＮＡ 千葉県 1:57:38.77

991 13253 藤原 康之 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾕｷ Ｆ３０００ 愛知県 1:57:42.30

992 15348 栗原 義和 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 1:58:10.01

993 13417 神野 誠 ｶﾐﾉ ﾏｺﾄ 走組 神奈川県 1:58:11.42

994 16204 北澤 琢 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸ 神奈川県 1:58:13.74

995 13479 若林 光行 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾕｷ 神奈川県 1:58:17.40

996 19383 田澤 寿円 ﾀｻﾞﾜ ﾄｼﾐﾂ 兵庫県 1:58:20.06

997 15206 安藤 岳史 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 東京都 1:58:24.88

998 15291 平本 信夫 ﾋﾗﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ 東京都 1:58:25.18

999 14084 新井 知明 ｱﾗｲ ﾁｱｷ ＲＣＣ 埼玉県 1:58:25.67

1000 16380 松下 典史 ﾏﾂｼﾀ ﾉﾘﾋﾄ 富山県 1:58:32.02
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1001 14199 佐織 仁 ｻｵﾘ ﾋﾄｼ ｐａｓｓｉｏｎｅ 京都府 1:58:32.56

1002 14371 前田 浩義 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ 愛知県 1:58:34.16

1003 9286 槌屋 昌彦 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋｺ ＬＥＧＯＮ 山梨県 1:58:34.17

1004 11371 熊谷 淳一 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 1:58:36.89

1005 12027 宮川 洋司 ﾐﾔｶﾜ ﾖｳｼﾞ ＬＡＫＥＴＯＷＮ 埼玉県 1:58:37.88

1006 12282 掛下 育男 ｶｹｼﾀ ｲｸｵ 東京都 1:58:44.45

1007 5400 三浦 亮 ﾐｳﾗ ﾏｺﾄ 東京都 1:58:48.83

1008 17324 柳沢 寿裕 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾋﾛ 長野県 1:58:51.80

1009 13541 後藤 勝利 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾄｼ 東京都 1:58:55.61

1010 12459 山本 健 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ

大野市役所自転車同好会

福井県 1:58:59.94

1011 15447 岩渕 淳 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾂｼ Ｊｏｋｅｒ’ｓ 大阪府 1:59:09.02

1012 9077 森田 太志 ﾓﾘﾀ ﾌﾄｼ 東京都 1:59:10.99

1013 13138 福田 公一 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 1:59:13.76

1014 16406 和田 昭憲 ﾜﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 茨城県 1:59:15.17

1015 19422 岡本 夏樹 ｵｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 東京都 1:59:15.38

1016 8450 大塚 克典 ｵｵﾂｶ ｶﾂﾉﾘ ＵＰＵＰＲＴ 静岡県 1:59:18.90

1017 14388 今関 隆 ｲﾏｾﾞｷ ﾀｶｼ 千葉県 1:59:20.81

1018 14320 吉澤 壮吉 ﾖｼｻﾞﾜ ｿｳｷﾁ 走組 東京都 1:59:22.86

1019 17031 山中 泰介 ﾔﾏﾅｶ ﾀｲｽｹ 東京都 1:59:26.24

1019 17162 永田 正安 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾔｽ 諏訪ＣＣ 神奈川県 1:59:26.24

1021 8438 楡木 成人 ﾆﾚｷ ﾅﾙﾋﾄ ＣｉｒｃｌｅＣｙｃｌｅ 千葉県 1:59:32.46

1022 9337 中林 朋広 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉県 1:59:37.34

1023 12100 常木 孝彦 ﾂﾈｷ ﾀｶﾋｺ Ｔｏｐ Ｗｉｎｄ 埼玉県 1:59:42.40

1024 14002 工藤 幸治 ｸﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 東京都 1:59:44.79

1025 16144 吉川 洋志 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ

ＳＰタケダ神田店

千葉県 1:59:49.20

1026 19150 山下 周吾 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｺﾞ 静岡県 1:59:54.12

1027 14370 山本 治 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ ＶＤＦ 茨城県 1:59:54.21

1028 15172 奥田 保夫 ｵｸﾀﾞ ﾔｽｵ ｓａｋａｔａｎｉ 大阪府 1:59:58.77

1029 14445 高澤 一巳 ﾀｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 2:00:02.40

1030 17478 加藤 浩之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ＫＡＪＩＭＡ 東京都 2:00:03.91

1031 13105 菊地 一郎 ｷｸﾁ ｲﾁﾛｳ 東京都 2:00:06.07

1032 5405 関 直樹 ｾｷ ﾅｵｷ ＬＥＧＯＮ 山梨県 2:00:06.41

1033 14355 田中 宏 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ うみがめ 東京都 2:00:07.00

1034 9003 五十嵐 識 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄﾙ ｔｅａｍ．３１ｓｐ 埼玉県 2:00:08.95

1035 13181 岩岸 雅浩 ｲﾜｷﾞｼ ﾏｻﾋﾛ Ｇ＆Ｇ 奈良県 2:00:09.64

1036 14489 西川 博信 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 東京都 2:00:10.36

1037 15519 伊藤 嘉一 ｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ ＠Ｈａｋｕｂａ 長野県 2:00:16.01

1038 14015 林 達雄 ﾊﾔｼ ﾀﾂｵ ＭＣＲＴ 神奈川県 2:00:17.22

1039 15390 河端 幸司 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 埼玉県 2:00:17.24

1040 17177 小松 康 ｺﾏﾂ ﾔｽｼ 千葉県 2:00:17.43

1041 9138 星 浩一 ﾎｼ ﾋﾛｶｽﾞ オシガモＴＡＣ 千葉県 2:00:17.94

1042 13030 山口 浩司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ チームどん亀 静岡県 2:00:20.43

1043 20342 石川 晋一 ｲｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ

Ｔｅａｍ ＯｃＥＡＮ！

東京都 2:00:25.71

1044 14287 吉川 伊織 ﾖｼｶﾜ ｲｵﾘ 宮城県 2:00:34.43

1045 12371 古池 邦彦 ｺｲｹ ｸﾆﾋｺ 愛知県 2:00:35.34

1046 14338 青木 宗友 ｱｵｷ ﾑﾈﾄﾓ ＩＥＣ・ＡＣ 茨城県 2:00:39.17

1047 13154 高橋 忠二 ﾀｶﾊｼ ﾁｭｳｼﾞ 神奈川県 2:00:39.18

1048 15010 大島 俊文 ｵｵｼﾏ ﾄｼﾌﾐ 大阪府 2:00:48.57

1049 13211 石嵜 義雄 ｲｼｻﾞｷ ﾖｼｵ

サカタレーシングクラブ

千葉県 2:00:55.75

1050 7275 加藤 茂樹 ｶﾄｳ ｼｹﾞｷ
Ｋａｔｏｕ Ｆａｍｉｌｙ

愛知県 2:01:00.69
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1051 15540 石井 規夫 ｲｼｲ ﾉﾘｵ 神奈川県 2:01:01.34

1051 18098 兵頭 知樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 愛知県 2:01:01.34

1053 14018 和田 唯 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 2:01:01.80

1054 14031 土井 秀樹 ﾄﾞｲ ﾋﾃﾞｷ 福岡県 2:01:01.92

1055 13385 韓 祐志 ﾊﾝ ﾕｳｼﾞ

グッド・チャリズム

東京都 2:01:02.83

1056 8541 高田 善夫 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼｵ 神奈川県 2:01:06.69

1057 17401 斎藤 恵吾 ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 神奈川県 2:01:14.64

1058 8133 石原 忠史 ｲｼﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ ＡＬＬＥＧＲＡ 神奈川県 2:01:17.40

1059 12374 天ケ谷 亨 ｱﾏｶﾞﾔ ﾄｵﾙ

スペースゼロポイント

茨城県 2:01:19.40

1060 17022 畠山 隆暢 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｶﾉﾌﾞ ＲＵＮ＆ＨＩＤＥ 千葉県 2:01:34.85

1061 9242 安藤 聡史 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 神奈川県 2:01:36.75

1062 15330 日比 松男 ﾋﾋﾞ ﾏﾂｵ オカダアイヨン 神奈川県 2:01:37.72

1063 14251 樺澤 治彦 ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙﾋｺ 神奈川県 2:01:51.78

1064 17337 吉岡 利幸 ﾖｼｵｶ ﾄｼﾕｷ 京都府 2:01:52.02

1065 11255 川原 靖宏 ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 東京都 2:01:53.36

1066 9048 濱野 和久 ﾊﾏﾉ ｶｽﾞﾋｻ 三重県 2:01:53.74

1067 14349 村上 豊 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾀｶ

ワイズメディアサイクルクラブ

東京都 2:01:55.10

1068 14218 田中 勝彦 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋｺ
ＳＵＮ＆ＭＯＯＮ

山梨県 2:02:00.26

1069 15130 ＬＩＴＴ ＤＡＶＩＤ ﾘｯﾄ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ

Ｔｏｋｙｏ Ｃｒａｎｋｓ

東京都 2:02:10.40

1070 10319 間瀬 城作 ﾏｾ ｼﾞｮｳｻｸ

ランタンルージュ

大阪府 2:02:14.17

1071 17156 志村 行雄 ｼﾑﾗ ﾕｷｵ 群馬県 2:02:14.80

1072 15192 プレット ニルス ﾌﾟﾚｯﾄ ﾆﾙｽ

ＴＯＫＹＯ ＣＲＡＮＫＳ

東京都 2:02:19.69

1073 13272 松岡 祐介 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｽｹ

ぽっチャリ倶楽部

静岡県 2:02:22.30

1074 15201 佐々木 康行 ｻｻｷ ﾔｽﾕｷ 埼玉県 2:02:24.35

1075 17056 高橋 行男 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ エバニューＡＣ 神奈川県 2:02:27.48

1076 13435 釘本 俊之 ｸｷﾞﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 千葉県 2:02:27.87

1077 14514 丸山 英毅 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:02:32.99

1078 14017 山中 一人 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾄ 瑞江整形外科 東京都 2:02:36.85

1079 8056 田島 秀二 ﾀｼﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ Ｔｅａｍ ＫＯＮ 埼玉県 2:02:37.77

1080 17128 米田 雅昭 ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻｱｷ

Ｂ’Ｒａｃｉｎｇちゃりんこ部

奈良県 2:02:47.44

1081 7177 豊田 博司 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都 2:02:50.68

1082 19047 新城 和也 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 2:02:51.60

1083 15281 島田 武彦 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹﾋｺ

スクエア自転車部

東京都 2:02:56.65

1084 16283 竹中 勝敏 ﾀｹﾅｶ ｶﾂﾄｼ ＨＭ２Ｔ 兵庫県 2:02:59.32

1085 18301 嶋崎 剛 ｼﾏｻﾞｷ ﾂﾖｼ

朝焼けレーシング

神奈川県 2:03:01.02

1086 13178 金子 将之 ｶﾈｺ ﾏｻﾕｷ チーム転助 静岡県 2:03:02.40

1087 13025 伊地知 晶人 ｲﾁﾞﾁ ｱｷﾄ 東京都 2:03:03.19

1088 12404 高木 正人 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄ 茨城県 2:03:05.56

1089 13120 高橋 慶司 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ ＡＴＯ１．８ 東京都 2:03:10.93

1090 20120 須藤 龍一 ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 2:03:18.75

1091 13198 今井 秀和 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ストラップス 埼玉県 2:03:21.86

1092 17226 泉野 和也 ｲｽﾞﾐﾉ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 2:03:21.98

1093 17269 鈴木 幹雄 ｽｽﾞｷ ﾐｷｵ 愛知県 2:03:22.65

1094 9247 山下 正弘 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ サイクルマック 静岡県 2:03:23.23

1095 7502 田中 倫明 ﾀﾅｶ ﾐﾁｱｷ
七浦レーシング

千葉県 2:03:24.15

1096 13403 鎌倉 拓也 ｶﾏｸﾗ ﾀｸﾔ 千葉県 2:03:28.30

1097 17138 横澤 英樹 ﾖｺｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 東京都 2:03:34.31

1098 14040 菊池 裕一 ｷｸﾁ ﾕｳｲﾁ 東京都 2:03:35.46

1099 16206 山崎 隆生 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｵ 千葉県 2:03:37.64

1100 17296 佐々木 学 ｻｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 2:03:38.24
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1101 12501 粕谷 博幸 ｶｽﾔ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:03:40.06

1102 14453 伊藤 穣 ｲﾄｳ ﾕﾀｶ 神奈川県 2:03:42.57

1103 18069 永井 裕丈 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾀｹ 奈良県 2:03:50.47

1104 17280 原 孝明 ﾊﾗ ﾀｶｱｷ しびれ隊 東京都 2:04:02.16

1105 14264 岸見 博 ｷｼﾐ ﾋﾛｼ 東京都 2:04:19.16

1106 12312 太田 浩司 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ
ＢＳＮ ＲＡＶＥＮ

愛知県 2:04:22.40

1107 19044 木下 隆司 ｷﾉｼﾀ ﾀｶｼ

カーボローダーズ

東京都 2:04:30.14

1108 18233 大田 広徳 ｵｵﾀ ﾋﾛﾉﾘ チームシゲタニ 神奈川県 2:04:39.41

1109 12514 西代 伸造 ﾆｼﾝﾀﾞｲ ｼﾝｿﾞｳ トラクターＲＣ 兵庫県 2:04:41.39

1110 19236 渡部 賢逸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾂ 神奈川県 2:04:41.85

1111 7253 福島 大 ﾀﾞｲ ﾌｸｼﾏ 東京都 2:04:43.88

1112 12018 平山 友章 ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓｱｷ

ＦＡＲＳ ＹＯＫＯＨＡＭＡ

神奈川県 2:04:53.68

1113 18302 保田 幸範 ﾔｽﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 神奈川県 2:04:55.76

1114 17325 吉森 正和 ﾖｼﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ チームスズノ 埼玉県 2:05:07.10

1115 17351 室屋 透 ﾑﾛﾔ ﾄｵﾙ 岐阜県 2:05:08.11

1116 19444 家田 豊 ｲｴﾀﾞ ﾕﾀｶ 愛知県 2:05:10.48

1117 14204 最上 真一 ﾓｶﾞﾐ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 2:05:12.56

1118 18180 柴田 肇 ｼﾊﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ 千葉県 2:05:12.77

1119 16248 藁品 篤史 ﾜﾗｼﾅ ｱﾂｼ 静岡県 2:05:13.67

1120 18052 齋藤 大治 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞ 静岡県 2:05:14.82

1121 19194 脇坂 季繁 ﾜｷｻｶ ｽｴｼｹﾞ 神奈川県 2:05:18.15

1122 20348 大橋 康秀 ｵｵﾊｼ ﾔｽﾋﾃﾞ

Ｔｅａｍ ＯｃＥＡＮ！

東京都 2:05:20.32

1123 17252 塚本 秀雄 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 2:05:30.19

1124 17477

ナクピル レイモンド

ﾅｸﾋﾟﾙ ﾚｲﾓﾝﾄﾞ Ｋａｎｔｏ Ｃｌｕｂ 千葉県 2:05:31.39

1125 17071 田中 裕介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:05:37.64

1126 8481 田部 圭介 ﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 新潟県 2:05:45.94

1127 15392 矢田部 善久 ﾔﾀﾍﾞ ﾖｼﾋｻ Ｐｉｒａｔａ 東京都 2:05:48.17

1128 13095 當間 英敬 ﾄｳﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ チームもちの 静岡県 2:05:48.44

1129 11036 鎌形 修久 ｶﾏｶﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋｻ 千葉県 2:05:53.73

1130 14447 高橋 吉典 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ Ｈ．Ｃ．Ｃ 茨城県 2:05:54.15

1131 8394 小暮 浩二 ｺｸﾞﾚ ｺｳｼﾞ 群馬県 2:06:01.02

1132 17125 山口 敦 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ

Ｔｅａｍ Ｓｅｏ ２７８

千葉県 2:06:08.99

1133 14513 藤間 一郎 ﾌｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 茨城県 2:06:13.49

1134 17445 杉田 正義 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾖｼ

クラブしずおかサイクル

東京都 2:06:26.43

1135 20005 絹川 一郎 ｷﾇｶﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 兵庫県 2:06:27.78

1136 17360 岡本 勤 ｵｶﾓﾄ ﾂﾄﾑ 辰巳会 群馬県 2:06:32.05

1137 13373 中山 明 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ ＲＥ：ＲＯＡＤ 三重県 2:06:35.28

1138 14082 町田 淳 ﾏﾁﾀﾞ ｱﾂｼ 埼玉県 2:06:38.17

1139 16282 馬場 孝 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｼ 千葉県 2:06:40.22

1140 16216 松尾 新吾 ﾏﾂｵ ｼﾝｺﾞ ｗｉｎｄｍｉｌｌ 東京都 2:06:50.31

1141 12504 上原 昭二 ｳｴﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ 埼玉県 2:07:08.27

1142 14510 田村 正之 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ

チームフラミンゴ

埼玉県 2:07:19.43

1143 17438 加藤 達美 ｶﾄｳ ﾀﾂﾐ 東京都 2:07:20.31

1144 13246 岩口 功 ｲﾜｸﾞﾁ ｲｻｵ 東京都 2:07:38.22

1145 20130 村上 雅敏 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄｼ 埼玉県 2:07:39.68

1146 7404 宝槻 正 ﾎｳﾂｷ ﾀﾀﾞｼ 東京都 2:07:40.40

1147 14421 中嶋 敏幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ ｏｊｉｓａｎａ－Ａ 東京都 2:07:40.96

1148 19384 杉山 峰生 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾈｵ 東京都 2:07:47.30

1149 17273 奥谷 徹 ｵｸﾔ ﾄｵﾙ 蕎麦宗 静岡県 2:07:50.52

1150 14049 木下 和之 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 2:08:01.45
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1151 15549 塩原 邦充 ｼｵﾊﾞﾗ ｸﾆﾐﾂ

バイクルプラザＲ・Ｔ

東京都 2:08:02.32

1152 14401 松尾 寿和 ﾏﾂｵ ﾄｼｶｽﾞ 静岡県 2:08:13.89

1153 19130 本井 秀幸 ﾓﾄｲ ﾋﾃﾞﾕｷ ＫＣＣ 静岡県 2:08:16.00

1154 17377 中間 太 ﾅｶﾏ ﾌﾄｼ 新潟県 2:08:20.30

1155 13288 木村 直樹 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 大阪府 2:08:20.36

1156 14291 河野 義和 ｺｳﾉ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 2:08:31.28

1157 20116 平沢 正弘 ﾋﾗｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 大阪府 2:08:32.19

1158 19256 後藤 光義 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾖｼ 東京都 2:08:36.23

1159 18295 仲谷 淳 ﾅｶﾔ ｱﾂｼ

チ―ムたかはな

広島県 2:08:39.62

1160 11072 川戸 賢一郎 ｶﾜﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:08:44.41

1161 17222 片岡 和哉 ｶﾀｵｶ ｶｽﾞﾔ 兵庫県 2:08:48.79

1162 13172 西海 正晴 ﾆｼｶﾞｲ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 2:08:52.61

1163 12494 小橋 航 ｺﾊﾞｼ ﾜﾀﾙ ソルレバンテ 神奈川県 2:08:55.62

1164 12491 野中 武也 ﾉﾅｶ ﾀｹﾔ

ＡＲＡＲＥＮ８２１４

千葉県 2:08:59.38

1165 11266 久保川 潤 ｸﾎﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ 山梨県 2:09:00.70

1166 18078 重谷 直志 ｼｹﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ 群馬県 2:09:11.43

1167 14198 小島 隆 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ ｏｔｔｏ 千葉県 2:09:12.21

1168 14524 西尾 俊彦 ﾆｼｵ ﾄｼﾋｺ Ｍｔ．プリースト 東京都 2:09:12.38

1169 13273 柴本 和巳 ｼﾊﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 群馬県 2:09:14.10

1170 12478 江原 孝法 ｴﾊﾞﾗ ﾀｶｵ 群馬県 2:09:21.16

1171 13509 吉村 誠司 ﾖｼﾑﾗ ｾｲｼﾞ 愛知県 2:09:22.22

1172 14301 松前 巌 ﾏﾂﾏｴ ｲﾜｵ 東京都 2:09:26.92

1173 16091 服部 和幸 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 2:09:31.39

1174 14105 浜 研一 ﾊﾏ ｹﾝｲﾁ ＴＥＡＭ－ＣＦＫ 東京都 2:09:32.68

1175 16317 石井 清美 ｲｼｲ ｷﾖﾐ

ｔｅａｍ ｎａｋａｍｅ

東京都 2:09:46.14

1176 13542 小坂 芳広 ｺｻｶ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:09:50.33

1177 18173 飯田 昌彦 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 千葉県 2:09:54.30

1178 12444 渡部 伸仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 2:10:00.29

1179 18450 橋本 浩 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 静岡県 2:10:03.44

1180 18579

ＬＥＵ ＤＥＹＩ－ＦＵＨ

ｉ Ｓｅｔ Ｂｉｋｅ 2:10:12.72

1181 6156 飯岡 伸泰 ｲｲｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 小田原ＮＲ 神奈川県 2:10:26.46

1182 17192 藤巻 淳 ﾌｼﾞﾏｷ ｱﾂｼ 阿久悠 東京都 2:10:31.91

1183 17248 野口 雄平 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾍｲ 東京都 2:10:33.24

1184 15328 永坂 勝則 ﾅｶﾞｻｶ ｶﾂﾉﾘ 東京都 2:10:43.11

1185 17319 西澤 直人 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵﾄ ＫＯＩＷＡ 東京都 2:10:43.96

1186 14498 河野 正二郎 ｺｳﾉ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 東京都 2:10:44.29

1187 16176 桂 裕之 ｶﾂﾗ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 2:10:47.26

1188 6596 廣澤 聡 ﾋﾛｻﾜ ｻﾄｼ

チーム・ステラート

東京都 2:10:55.84

1189 14292 伊藤 重男 ｲﾄｳ ｼｹﾞｵ 神奈川県 2:11:02.03

1190 17175 須藤 繁雄 ｽﾄﾞｳ ｼｹﾞｵ 静岡県 2:11:03.43

1191 14417 桑原 浩幸 ｸﾜﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:11:03.94

1192 11135 鹿取 正道 ｶﾄﾘ ﾏｻﾐﾁ 東京都 2:11:08.66

1193 13477 山本 誠司 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 青山双輪会 神奈川県 2:11:20.51

1194 12292 澤井 伸明 ｻﾜｲ ﾉﾌﾞｱｷ 千葉県 2:11:21.36

1195 14465 村松 俊樹 ﾑﾗﾏﾂ ﾄｼｷ 公立昭和病院 東京都 2:11:23.65

1196 18104 松山 佳弘 ﾏﾂﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 2:11:28.63

1197 14113 丸山 正三 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾐ 長野県 2:11:29.44

1198 12475 渡邊 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ ＯＨＫＡ ＢＦ 東京都 2:11:39.80

1199 16228 柳下 友司 ﾔｷﾞｼﾀ ﾕｳｼﾞ Ｐｉｒａｔａ 東京都 2:11:59.87

1200 10409 藤條 充 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾐﾂﾙ ＲＣＣ 愛知県 2:12:00.97
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1201 14460 尾崎 行雄 ｵｻﾞｷ ﾕｷｵ 神奈川県 2:12:11.63

1202 18024 廣田 佳史 ﾋﾛﾀ ﾖｼﾌﾐ エキップＡＮＡ 神奈川県 2:12:17.45

1203 19160 永井 辰也 ﾅｶﾞｲ ﾀﾂﾔ 岐阜県 2:12:21.23

1204 18087 大塚 晃司 ｵｵﾂｶ ｺｳｼﾞ 埼玉県 2:12:21.95

1205 17330 坂井 達也 ｻｶｲ ﾀﾂﾔ 新潟県 2:12:24.14

1206 17417 奥村 和久 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 愛知県 2:12:37.79

1207 15071 和田 学 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 2:12:42.20

1208 12497 鈴木 秀和 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ チーム竜宮 東京都 2:12:48.25

1209 20062 岡谷 克之 ｵｶﾔ ｶﾂﾕｷ 静岡県 2:12:58.35

1210 17517 山本 克己 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ 愛知県 2:12:58.66

1211 17371 水沼 健一 ﾐｽﾞﾇﾏ ｹﾝｲﾁ ｐｅｄａｌｉｓｔ 神奈川県 2:13:06.76

1212 12487 清野 美津久 ｾｲﾉ ﾐﾂﾋｻ 東京都 2:13:07.35

1213 18085 天野 学 ｱﾏﾉ ﾏﾅﾌﾞ 静岡県 2:13:11.29

1214 14179 穂積 一志 ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾄｼ Ｄ－Ｔｒｙ 神奈川県 2:13:11.68

1215 13404 普喜 活成 ﾌｷ ｶﾂﾅﾘ パラダイス 大阪府 2:13:14.73

1216 19525

ＬＩＮ ＹＵ－ＨＳＩＡＮＧ

ｉ Ｓｅｔ Ｂｉｋｅ 2:13:31.89

1217 9386 宮地 和也 ﾐﾔﾁ ｶｽﾞﾔ 静岡県 2:13:34.66

1218 17154 牛田 良仁 ｳｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 東京都 2:13:38.64

1219 17219 窪田 誠 ｸﾎﾞﾀ ﾏｺﾄ 東京都 2:13:42.73

1220 13450 酒井 正弘 ｻｶｲ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 2:13:51.38

1221 13279 芳野 義浩 ﾖｼﾉ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:13:56.45

1222 17525 徳万 秀之 ﾄｸﾏﾝ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 2:14:10.56

1223 19125 佐久間 康人 ｻｸﾏ ﾔｽﾄ マルシン 新潟県 2:14:11.99

1224 12302 渡辺 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ チームコバリン 東京都 2:14:15.57

1225 13539 小松 利一 ｺﾏﾂ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 2:14:23.07

1226 14391 新井 直克 ｱﾗｲ ﾅｵｶﾂ

リドレー婦人の恋人

静岡県 2:14:24.48

1227 19464 張 智勇 ﾁｮｳ ﾁﾕｳ ｖｅｒｔｅｘ ｓｐｏｒｔ 福岡県 2:14:27.04

1228 20359 内木 孝延 ﾅｲｷ ﾀｶﾉﾌﾞ 埼玉県 2:14:30.59

1229 12360 宮崎 章人 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾄ ｔｅａｍ．３１ｓｐ 埼玉県 2:14:31.79

1230 16344 小林 靖典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ 静岡県 2:14:33.43

1231 19167 橋本 文章 ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐｱｷ 栃木県 2:14:46.79

1232 19295 菅原 久和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋｻｶｽﾞ 東京都 2:14:51.58

1233 17437 上田 育男 ｳｴﾀﾞ ｲｸｵ 愛知県 2:14:56.20

1234 15163 嶋村 雄二 ｼﾏﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 2:14:57.55

1235 17483 鷲尾 亮一 ﾜｼｵ ﾘｮｳｲﾁ Ｐｅｄａｌｉｓｔ 神奈川県 2:15:03.97

1236 16267 後藤 紳祐 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾕｳ ５０１１１５ 富山県 2:15:18.51

1237 19059 辻本 和義 ﾂｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 上野Ｆｉｇｈｔｅｒｓ 埼玉県 2:15:30.99

1238 14263 村上 治 ﾑﾗｶﾐ ｵｻﾑ ＰＡＳＳＩＯＮＥ 京都府 2:15:35.45

1239 17069 内田 弘毅 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｷ 大阪府 2:15:35.67

1240 19198 越智 将任 ｵﾁ ﾏｻﾋﾃﾞ 愛知県 2:15:36.22

1241 15418 櫻庭 喜孝 ｻｸﾗﾊﾞ ﾖｼﾀｶ 東京都 2:15:42.48

1242 14570 青柳 徹 ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾄｵﾙ

日本体育大学スケート部

神奈川県 2:16:13.85

1243 17370 奥田 昌克 ｵｸﾀﾞ ﾏｻｶﾂ ｔ－ｆｏｒｃｅ 埼玉県 2:16:14.50

1244 16455 福田 良 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ 神奈川県 2:16:15.10

1245 19151 清水 泰喜 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｷ

Ｔｅａｍ ＯｃＥＡＮ！

東京都 2:16:18.06

1246 18086 遠藤 章 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 長野県 2:16:20.30

1247 14162 西川 浩之 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 2:16:22.41

1248 15443 中島 良文 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾌﾐ 群馬県 2:16:27.25

1249 18121 伊藤 寛 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:16:34.37

1250 17048 真田 秀志 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｼ チーム真田丸 長野県 2:16:47.23
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1251 14385 三山 正人 ﾐﾔﾏ ﾏｻﾄ 神奈川県 2:16:59.22

1252 16314
ＳＥＬＯＲＩＯ ＯＷＩＥ

ｾﾛﾘｵ ｵｰ Ｋａｎｔｏ Ｃｌｕｂ 神奈川県 2:17:06.74

1253 14191 石田 正文 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 三重県 2:17:07.47

1254 14299 佐久間 博 ｻｸﾏ ﾋﾛｼ Ｄ＆Ｄ自転車部 神奈川県 2:17:08.69

1255 15012 久保田 康史 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｼ ＧＵＴＡＲＯ 東京都 2:17:11.59

1256 15546 安田 豊 ﾔｽﾀﾞ ﾕﾀｶ ＫＯＭＡＴＳＵ 石川県 2:17:26.04

1257 14348 康村 安善 ﾔｽﾑﾗ ﾔｽﾖｼ 神奈川県 2:17:35.48

1258 14171 岡見 精亮 ｵｶﾐ ｷﾖｽｹ チームＫＩＹＯ 神奈川県 2:17:37.88

1259 15165 安藤 秀昭 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 2:17:39.36

1260 9343 斉田 哲哉 ｻｲﾀ ﾃﾂﾔ 東京都 2:17:59.01

1261 17126 長町 和俊 ﾅｶﾞﾏﾁ ｶｽﾞﾄｼ 香川県 2:18:04.64

1262 17262 杉内 伸生 ｽｷﾞｳﾁ ﾉﾌﾞｵ ごんたくんＣＣ 東京都 2:18:05.11

1263 20021 高尾 英彦 ﾀｶｵ ﾋﾃﾞﾋｺ 神奈川県 2:18:08.29

1264 12516 広富 淳 ﾋﾛﾄﾐ ｼﾞｭﾝ Ｔｅａｍ ＭＣ 千葉県 2:18:10.18

1265 17152 丹野 忠晋 ﾀﾝﾉ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ たんたんず 東京都 2:18:16.83

1266 14442 石黒 哲夫 ｲｼｸﾞﾛ ﾃﾂｵ ＴｅａｍＵＮＯ 神奈川県 2:18:21.00

1267 14172 加納 康哲 ｶﾉｳ ﾔｽﾉﾘ パラダイス 福岡県 2:18:30.39

1268 17236 田澤 宏一郎 ﾀｻﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 2:18:31.63

1269 18241 中島 寛 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｼ 東京都 2:18:37.22

1270 15395 細堀 治宏 ﾎｿﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋﾛ 東京都 2:18:42.62

1271 19381 高橋 秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 埼玉県 2:18:47.86

1272 20098 杉山 裕之 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

サイクルハーバー

神奈川県 2:18:58.24

1273 7235 寺澤 浩 ﾃﾗｻﾜ ﾋﾛｼ 寺さんち 東京都 2:19:04.15

1274 20320 湊 誠一朗 ﾐﾅﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 静岡県 2:19:14.94

1275 18264 金田 恭典 ｶﾅﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 東京都 2:19:25.33

1276 12041 西 昭 ﾆｼ ｱｷﾗ ＳＯＢＡＳＯ 静岡県 2:19:41.76

1277 19017 堀江 大造 ﾎﾘｴ ﾀﾞｲｿﾞｳ 東京都 2:19:57.97

1278 18171 中西 貴久 ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾋｻ 愛知県 2:20:14.83

1279 18015 福島 昌志 ﾌｸｼﾏ ｱﾂｼ フジサンゼブラ 山梨県 2:20:42.23

1280 19056 小島 賢一 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 2:20:47.42

1281 17447 今井 幸宏 ｲﾏｲ ﾕｷﾋﾛ 東京都 2:20:56.51

1282 17080 野地 薫 ﾉｼﾞ ｶｵﾙ ＲＯＢ 東京都 2:21:01.88

1283 11571

ＬＩＮ ＴＳＵＮＧ ＦＵ

Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:21:09.86

1284 11147 久保 美成 ｸﾎﾞ ﾖｼﾅﾘ 東京都 2:21:19.97

1285 17542 保田 健二 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 2:21:27.00

1286 15517 川村 毅 ｶﾜﾑﾗ ﾀｹｼ ＦｕｎｎｙＲｉｄｅ 香川県 2:21:33.37

1287 16270 生西 正幸 ｲｸﾆｼ ﾏｻﾕｷ ファニーライド 香川県 2:21:34.97

1288 18070 金子 稔 ｶﾈｺ ﾐﾉﾙ 走組 神奈川県 2:21:41.29

1289 17506 勝尾 嘉仁 ｶﾂｵ ﾖｼﾋﾄ

東大附属自転車同好会

東京都 2:21:46.82

1290 18407 関谷 恭介 ｾｷﾔ ｷｮｳｽｹ ＢＥＸＩＳＯＹＡ 神奈川県 2:22:00.10

1291 4584 Ｐｅｄｒｏ Ｄｅｌｇａｄｏ

Ｐｅｄｒｏ Ｄｅｌｇａｄｏ

2:22:35.88

1292 16379 嶋村 俊夫 ｼﾏﾑﾗ ﾄｼｵ Ｔｅａｍ Ｓｅｋｒｉｔ 東京都 2:22:39.60

1293 17244 竹中 拡伸 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ ＦＩＮＥＴ 山梨県 2:22:41.94

1294 18083 安川 武男 ﾔｽｶﾜ ﾀｹｵ 神奈川県 2:23:04.45

1295 17203 増田 一男 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｵ
チームローレル

静岡県 2:23:06.76

1296 17315 中村 光輝 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾃﾙ ピーエス三菱 東京都 2:23:07.60

1297 14117 三木 範之 ﾐｷ ﾉﾘﾕｷ 山梨県 2:23:20.26

1298 17230 鈴木 茂 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 2:23:21.59

1299 12461 石嶋 甚一郎 ｲｼｼﾞﾏ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 栃木県 2:23:24.58

1300 7540 笹原 正明 ｻｻﾊﾗ ﾏｻｱｷ 埼玉県 2:23:52.02
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1301 18059 関口 春樹 ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 山梨県 2:23:56.71

1302 18047 落合 久雄 ｵﾁｱｲ ﾋｻｵ 静岡県 2:24:10.83

1303 17035 吉田 日都士 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ あかさか～ず 埼玉県 2:24:37.07

1304 17289 佐藤 博英 ｻﾄｳ ﾋﾛﾋﾃﾞ 埼玉県 2:24:50.72

1305 18004 片桐 達也 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾂﾔ 東京都 2:25:01.34

1306 13370 沼上 修二 ﾇﾏｶﾞﾐ ｼｭｳｼﾞ 行田ＦＣ 埼玉県 2:25:18.69

1307 17373 渡辺 亮次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 貧脚組 山梨県 2:25:29.59

1308 18181 大久保 正道 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾐﾁ 東京都 2:25:48.47

1309 18216 永友 浩之 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛﾕｷ 山梨県 2:25:54.48

1310 14243 宮田 美文 ﾐﾔﾀ ﾖｼﾌﾐ ミズノサイクル 奈良県 2:26:00.57

1311 15087 細岡 朋輔 ﾎｿｵｶ ﾄﾓｽｹ フレンド商会 東京都 2:26:06.75

1312 20059 金子 真治 ｶﾈｺ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 2:26:18.46

1313 18191 川名 明彦 ｶﾜﾅ ｱｷﾋｺ 東京都 2:26:33.36

1314 17509 田中 茂信 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 東京都 2:26:36.34

1315 17467 山本 隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 山梨県 2:26:44.14

1316 14009 秋山 健二 ｱｷﾔﾏ ｹﾝｼﾞ チーム宙明 静岡県 2:26:58.11

1317 18081 高木 英雄 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 2:27:01.11

1318 15483 細田 直樹 ｻｲﾀﾞ ﾅｵｷ

ラフ＆ロード北摂

大阪府 2:27:34.68

1319 17239 霜村 賀隆 ｼﾓﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 2:27:39.48

1320 18036 根本 学 ﾈﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 2:27:42.29

1321 18209 張間 通孝 ﾊﾘﾏ ﾐﾁﾀｶ オニオン 兵庫県 2:27:43.50

1322 20080 小室 輝久 ｺﾑﾛ ﾃﾙﾋｻ 東京都 2:27:48.89

1323 17384 高野 俊輔 ﾀｶﾉ ｼｭﾝｽｹ 山梨県 2:27:49.59

1324 15279 渡邉 豊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ

スクエア自転車部

東京都 2:27:58.33

1325 13106 貝沼 俊治 ｶｲﾇﾏ ﾄｼﾊﾙ 静岡県 2:28:17.83

1326 7118 井上 雅博 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 2:28:23.88

1327 17335 山下 俊明 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼｱｷ 東京都 2:28:24.10

1328 14331 長井 順一 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＢＥＥＲＳ 山梨県 2:29:01.20

1329 19360 伊藤 徹 ｲﾄｳ ﾄｵﾙ 札幌山の上 北海道 2:29:06.83

1330 14413 カーチ ジョン ｶｰﾁ ｼﾞｮﾝ

Ｔｏｋｙｏ Ｃｒａｎｋｓ

東京都 2:29:09.78

1331 14463 立原 昇 ﾀﾁﾊﾗ ﾉﾎﾞﾙ ＥＲＩＰＯＮ 神奈川県 2:29:14.69

1332 11069 大柳 敏男 ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾄｼｵ ＭＲＴ 埼玉県 2:29:16.40

1333 17263 横山 和弘 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

レーシング・ライツ・ハママツ

静岡県 2:29:35.65

1334 20296 望月 章弘 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾋﾛ 静岡県 2:29:41.88

1335 14300 伊藤 宏之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:29:49.20

1336 18103 岸 正信 ｷｼ ﾏｻﾉﾌﾞ 神奈川県 2:29:50.64

1337 17418 宮下 芳浩 ﾐﾔｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 山梨県 2:30:02.58

1338 20026 早川 王朋 ﾊﾔｶﾜ ｷﾐﾄﾓ 東京都 2:30:05.43

1339 18027

Ｊｏｎ Ｔａｍｉｏ Ｔａｎａｋａ

Tanaka Tamio Jon

Ｔｏｋｙｏ Ｃｒａｎｋｓ

2:30:10.23

1340 15422 丸田 卓 ﾏﾙﾀ ﾀｶｼ 越後銀輪ＢＣ 新潟県 2:30:12.92

1341 11078 松永 智文 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓﾌﾐ

ＳＨＵＴ ＵＰ ＬＥＧＳ

東京都 2:30:18.55

1342 18476 塚越 雅俊 ﾂｶｺﾞｼ ﾏｻﾄｼ 阿久悠 埼玉県 2:30:21.38

1343 19052 後藤 剛 ｺﾞﾄｳ ﾂﾖｼ チームてん 東京都 2:30:33.71

1344 14351 神成 知実 ｶﾝﾅﾘ ﾄﾓﾐ 原発いらん 神奈川県 2:30:35.31

1345 18381 籔内 彰人 ﾔﾌﾞｳﾁ ｱｷﾋﾄ 徳島県 2:30:57.74

1346 18184 和田 宏之 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 滋賀県 2:31:11.83

1347 19230 工藤 政孝 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ 秋田県 2:31:13.19

1348 18442 内村 理 ｳﾁﾑﾗ ｵｻﾑ 栃木県 2:31:13.88

1349 18281 草薙 慎一 ｸｻﾅｷﾞ ｼﾝｲﾁ

美鹿サイクリングチーム

三重県 2:31:15.16

1350 18261 吉野 一郎 ﾖｼﾉ ｲﾁﾛｳ 千葉県 2:31:25.50
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1351 19324 大沼 一彦 ｵｵﾇﾏ ｶｽﾞﾋｺ

ＳＮＯＷ ＧＯＯＳＥ

神奈川県 2:31:34.38

1352 19451 佐貫田 尚亮 ｻﾇｷﾀﾞ ﾀｶｱｷ 風と． 神奈川県 2:31:46.51

1353 14546

シャプロー エリック

ｼｬﾌﾟﾛｰ ｴﾘｯｸ ＵＤ 東京都 2:31:56.01

1354 17079 清水 祐二 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ 千葉県 2:32:48.99

1355 19478 蔡 榮煌 ｻｲ ｴｲｺｳ ｖｅｒｔｅｘ ｓｐｏｒｔ 福岡県 2:32:57.22

1356 18255 小泉 俊裕 ｺｲｽﾞﾐ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 2:33:16.39

1357 15458 須藤 利夫 ｽﾄﾞｳ ﾄｼｵ

大秦野学園自転車部

栃木県 2:33:32.43

1358 14234 田島 秀男 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 2:33:34.30

1359 18128 郷家 直行 ｺﾞｳｹ ﾅｵﾕｷ 東京都 2:34:08.54

1360 17261 下里 卓也 ｼﾓｻﾄ ﾀｸﾔ 東京都 2:34:13.84

1361 18350 松下 隆哉 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾔ 東京都 2:34:23.38

1362 20079 植松 広一 ｳｴﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 2:34:25.67

1363 18107 三沢 一視 ﾐｻﾜ ｶｽﾞﾐ ＳＲＣ 千葉県 2:34:29.10

1364 15405 築野 哲 ﾂｸﾉ ｻﾄｼ

チーム一回か二回

神奈川県 2:34:38.21

1365 18145 熊沢 洋治 ｸﾏｻﾞﾜ ﾖｳｼﾞ 東京都 2:34:39.37

1366 18003 武井 佐理 ﾀｹｲ ｻﾄﾙ

チームパラダイス

大阪府 2:34:40.86

1367 16329 廣江 洋介 ﾋﾛｴ ﾖｳｽｹ 東京都 2:34:46.08

1368 19527

ＣＨＥＮ ＦＵＮＧ－ＣＨＩＮ

ｉ Ｓｅｔ Ｂｉｋｅ 2:34:46.53

1369 17394 玉尾 宜之 ﾀﾏｵ ﾖｼﾕｷ

Ｔｅａｍ Ｔａｍａ ！

東京都 2:34:47.93

1370 14392 中村 一弥 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 石川県 2:34:57.77

1371 11581 宮川 悦彦 ﾐﾔｶﾜ ﾖｼﾋｺ 2:35:08.62

1372 18311 林 裕之 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ＷＦＣ 東京都 2:35:10.60

1373 17555 石井 和利 ｲｼｲ ｶｽﾞﾄｼ ＮＳＳＵ 神奈川県 2:35:26.41

1374 18153 石野 雄一 ｲｼﾉ ﾕｳｲﾁ バイスビア 埼玉県 2:35:51.25

1375 18217 佐藤 和彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 埼玉県 2:37:19.29

1376 18258 宇野 正浩 ｳﾉ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 2:37:21.22

1377 16052 中塚 伸一 ﾅｶﾂｶ ｼﾝｲﾁ 兵庫県 2:37:36.20

1378 19385 金谷 哲哉 ｶﾅﾔ ﾃﾂﾔ 埼玉県 2:37:44.17

1379 15485 元川 清宏 ﾓﾄｶﾜ ｷﾖﾋﾛ

ラフ＆ロード北摂

大阪府 2:37:50.30

1380 18118 太田 正二 ｵｵﾀ ｼｮｳｼﾞ 京都府 2:38:07.14

1381 18515 八木 信彦 ﾔｷﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ ＵＳＣＣ 千葉県 2:38:24.94

1382 17316 内山 一輝 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾃﾙ 東京都 2:38:26.89

1383 19510
ＳＵ ＬＵＮＧ ＳＡＮ

Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:38:36.40

1384 19322 笹木 伸仁 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾄ 群馬県 2:38:42.93

1385 17569

ＬＵ ＣＨＵＮＧ－ＭＩＮＧ

ｉ Ｓｅｔ Ｂｉｋｅ 2:38:47.96

1386 18270 大根 純 ｵｵﾈ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:39:47.98

1387 11271 村上 実 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾉﾙ 岩手県 2:40:00.00

1388 12153 椎熊 一実 ｼｲｸﾏ ｶｽﾞﾐ 飯能連合 神奈川県 2:40:03.50

1389 17571

ＷＡＮＧ ＷＡＮ－ＣＨＵＡＮ

ｉ Ｓｅｔ Ｂｉｋｅ 2:40:13.65

1390 16505

ＴＳＥＮＧ ＣＨＩＨＷＥＩ

Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:40:50.58

1391 20297 佐藤 耕一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 静岡県 2:41:09.15

1392 18542 伊藤 省一 ｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 2:41:10.75

1393 15388 金原 茂夫 ｷﾝﾊﾞﾗ ｼｹﾞｵ 埼玉県 2:41:50.52

1394 19317 末尾 達也 ｽｴｵ ﾀﾂﾔ 京都府 2:42:04.95

1395 16183 黒内 秀康 ｸﾛｳﾁ ﾋﾃﾞﾔｽ

ＰＬＵＳ ＵＬＴＲＡ

茨城県 2:42:12.98

1396 10210 安田 敦志 ﾔｽﾀﾞ ｱﾂｼ 東京都 2:42:34.02

1397 18249 庄司 誠吾 ｼﾖｳｼﾞ ｾｲｺﾞ 神奈川県 2:42:47.45

1398 19118 黒岩 靖之 ｸﾛｲﾜ ﾔｽﾕｷ

サカタレーシングクラブ

千葉県 2:42:49.47

1399 14428 宮尾 健 ﾐﾔｵ ﾀｹｼ 丸子橋へ集合 東京都 2:43:09.50

1400 18492 伊藤 直彦 ｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ 東京都 2:43:33.92
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1401 19405 住谷 信一郎 ｽﾐﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 静岡県 2:43:40.34

1402 16252 日下田 理 ﾋｹﾞﾀ ｵｻﾑ 茨城県 2:43:46.25

1403 18169 小林 春 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ

ヘロヘロクライマーズ

神奈川県 2:43:47.89

1404 18389 岸峰 透 ｷｼﾐﾈ ﾄｵﾙ 東京都 2:44:25.93

1405 15300 中澤 誠 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 埼玉県 2:44:26.48

1406 18193 松浦 ひろゆき ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 2:45:25.52

1407 12196 望月 吉雄 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼｵ エキップＡＮＡ 神奈川県 2:45:48.75

1408 17171 船水 浩一 ﾌﾅﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ
チームＰＡＳＳＯ

青森県 2:46:16.90

1409 17099 小畠 実 ｺﾊﾞﾀｹ ﾐﾉﾙ チームＡＰ 埼玉県 2:46:43.17

1410 19446 大橋 隆美 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾖｼ 静岡県 2:47:05.48

1411 18466 中村 政人 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ ＰＡＳＳＩＯＮＥ 京都府 2:47:19.86

1412 14045 小林 裕彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｹﾞﾝ

チームかちかち山

山梨県 2:47:59.29

1413 16477 菅沼 正典 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 2:48:30.41

1414 18250 小田 貴生 ｵﾀﾞ ﾀｶｵ ＪＯＹ 大阪府 2:48:51.68

1415 16363 磯辺 藤和 ｲｿﾍﾞ ﾌｼﾞｶｽﾞ 神奈川県 2:49:18.04

1416 19423 米谷 良之 ﾖﾈﾀﾆ ﾖｼﾕｷ 東京都 2:49:37.57

1417 17166 塚本 一美 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐ ｔｅａｍ ｐｏｒｃｏ 茨城県 2:49:38.34

1418 20143 解田 博明 ﾄｷﾀ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 2:49:40.69

1419 20149 奥田 博人 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ 京都府 2:50:10.72

1420 7269 石田 公司 ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 岡山県 2:50:17.89

1421 18486 吉田 孝義 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 福島県 2:51:47.72

1422 18222 大釜 聡 ｵｵｶﾏ ｱｷﾗ Ｔｅａｍ ＹＰＣ 埼玉県 2:52:14.91

1423 19462 李 雅朗 ﾘ ｶﾞﾛｳ ｖｅｒｔｅｘ ｓｐｏｒｔ 福岡県 2:52:29.10

1424 19053 水上 明 ﾐｽﾞｶﾐ ｱｷﾗ 山梨県 2:53:10.50

1425 19450 渡邉 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ

ＣＬＵＢ ＳＰＥＲＡＮＺＡ

東京都 2:53:38.56

1426 18341 鍛島 元和 ｶｼﾏ ﾓﾄｶｽﾞ 大阪府 2:53:42.00

1427 13097 吉田 宏之 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 2:54:19.41

1428 18137 松田 忠明 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾀﾞｱｷ 東京都 2:54:46.08

1429 11145 山口 俊明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 福井県 2:54:46.78

1430 17436 菱川 哲夫 ﾋｼｶﾜ ﾃﾂｵ Ｂｅｅｒｓ 静岡県 2:54:53.27

1431 19467 李 石吉 ﾘ ｾｷｷﾁ ｖｅｒｔｅｘ ｓｐｏｒｔ 福岡県 2:54:57.06

1432 18178 橋本 隆康 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾔｽ 東京都 2:57:11.34

1433 20223 鈴木 謙次郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ 千葉県 2:58:01.09

1434 19226 鍵山 博昭 ｶｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:58:15.66

1435 17062 岩崎 均 ｲﾜｻｷ ﾋﾄｼ
ｃａｎｄｙ ＲＣｉｎｇ

神奈川県 2:58:44.85

1436 16478 久島 一昭 ﾋｻｼﾞﾏ ｶｽﾞｱｷ 埼玉県 2:59:07.37

1437 4466 寺浦 正晃 ﾃﾗｳﾗ ﾏｻｱｷ 大阪府 3:00:02.92

1438 16087 井上 伴視 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ Ｗｈｉｔｅ ｒｉｖｅｒ 福島県 3:01:01.44

1439 17496 Ｐｉｅｔｅｒ Ｆｒａｎｋｅｎ Franken Pieter 3:01:04.26

1440 18135 八木下 勉 ﾔｷﾞｼﾀ ﾂﾄﾑ
イキョクチョーズ

山梨県 3:01:44.45

1441 18423 笠間 靖夫 ｶｻﾏ ﾔｽｵ 神奈川県 3:04:07.61

1442 18346 川島 奈津夫 ｶﾜｼﾏ ﾅﾂｵ 神奈川県 3:04:08.28

1443 12530 今井 賢一 ｲﾏｲ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 3:04:54.82

1444 20033 福島 正実 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾐ 神奈川県 3:05:26.89

1445 12017 綱分 浩 ﾂﾅﾜｷ ﾋﾛｼ 静岡県 3:05:37.00

1446 7440 柴田 和明 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｱｷ チャリエン 福島県 3:06:28.92

1447 18519 阿部 正和 ｱﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 3:06:54.27

1448 16352 戸部 直基 ﾄﾍﾞ ﾅｵｷ 東京都 3:07:54.81

1449 17497 中里 利之 ﾅｶｻﾞﾄ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 3:08:00.89

1450 19214 佐藤 賢一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:08:23.83
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1451 16167 陳 文俊 ﾁｪﾝ ｳｪﾝﾁｭﾝ 猫騎士 東京都 3:09:04.10

1452 18503 平井 芳昌 ﾋﾗｲ ﾖｼﾏｻ 山梨県 3:10:24.14

1453 18523 大野 幸一 ｵｵﾉ ｺｳｲﾁ Ｔｅａｍ Ｊａｐａｎ 長野県 3:10:43.67

1454 18467 山本 敏之 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 大阪府 3:11:07.04

1455 18392 杉江 正 ｽｷﾞｴ ﾀﾀﾞｼ 東京都 3:11:19.11

1456 18546 栗原 敏 ｸﾘﾊﾗ ｻﾄｼ 東京都 3:12:21.58

1457 18534 平井 義人 ﾋﾗｲ ﾖｼﾋﾄ 千葉県 3:12:37.14

1458 14246 妹尾 一夫 ｾﾉｵ ｶｽﾞｵ オリジン 東京都 3:12:51.26

1459 17108 田中 龍也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ ＯＴＴＯ 東京都 3:14:52.15

1460 15461 小林 恵一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ ＧＥ 埼玉県 3:16:58.85

1461 18340 伊藤 竜也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 山梨県 3:17:30.34

1462 18497 木戸 茂貴 ｷﾄﾞ ｼｹﾞﾀｶ 群馬県 3:18:01.27

1463 17355 大友 晃 ｵｵﾄﾓ ｱｷﾗ 出前迅速 大阪府 3:22:15.91

1464 18461 木村 俊一 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 3:24:19.23

1465 14482 森本 敦久 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾂﾋｻ

ｔｅａｍ ｉｎｎｏｖａｔｏｒ

大阪府 3:25:33.38

1466 18306 大久保 弘幸 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 3:28:55.22

1467 20176 片桐 智 ｶﾀｷﾞﾘ ｻﾄｼ 埼玉県 3:29:52.14

1468 12327 古屋 智通 ﾌﾙﾔ ﾄｼﾐﾂ
コロころんカフェ

埼玉県 3:33:05.40

1469 10123 吉川 浩二 ﾖｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 兵庫県 3:38:07.78

1470 15423 中川 哲也 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 神奈川県 3:43:22.00


