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1 3115 高山 信行 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ チームＳＵＢ３ 神奈川県 1:15:56.41

2 7358 前田 敏彦 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋｺ チーム ｉ（アイ） 大阪府 1:34:13.01

3 9389 上口 幸雄 ｶﾐｸﾞﾁ ﾕｷｵ オッテモ 千葉県 1:37:43.39

4 8330 鈴木 誠一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 湘南ＦＡＲＣ 神奈川県 1:42:10.74

5 8057 望月 正明 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｱｷ

ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

滋賀県 1:43:00.36

6 9059 明石 博孝 ｱｶｼ ﾋﾛﾀｶ 千葉県 1:45:40.27

7 12375 三木 洋三 ﾐｷ ﾖｳｿﾞｳ
レスキュー東京

埼玉県 1:46:18.06

8 13300 松島 尭 ﾏﾂｼﾏ ﾀｶｼ 茨城県 1:47:15.65

9 8298 河俣 利夫 ｶﾜﾏﾀ ﾄｼｵ 遠藤商会 神奈川県 1:47:39.42

10 15155 戸澤 潔 ﾄｻﾞﾜ ｷﾖｼ

ＴＥＡＭ ＣＯＭＲＡＤＥ

神奈川県 1:47:58.37

11 8320 田中 学 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ

クラブしずおかサイクル

埼玉県 1:48:16.30

12 8493 古寺 泰司 ｺﾃﾞﾗ ﾔｽｼﾞ セオ大宮 埼玉県 1:50:50.32

13 12297 岩崎 定男 ｲﾜｻｷ ｻﾀﾞｵ 信天翁 東京都 1:53:17.94

14 15076 田制 政憲 ﾀｾｲ ﾏｻﾉﾘ

ＲＵＮＡＢＡＳＥＮＡ

山形県 1:56:17.56

15 6119 島田 好樹 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｷ

Ｔｅａｍ Ｓａｋａｔａｎｉ

大阪府 1:57:35.12

16 13407 青木 昌隆 ｱｵｷ ﾏｻﾀｶ 茨城県 1:57:39.98

17 14337 清水 光雄 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂｵ

チーム・コバリン

山梨県 1:58:34.10

18 16092 小谷 進 ｵﾀﾞﾆ ｽｽﾑ 石川県 2:00:01.37

19 9301 加持 剛 ｶﾓﾁ ﾀｹｼ 栃木県 2:00:32.52

20 15371 大村 五郎 ｵｵﾑﾗ ｺﾞﾛｳ ｏｓｔ 京都府 2:01:07.82

21 12275 落 雅美 ｵﾁ ﾏｻﾐ ＣＶＳＣＴ 東京都 2:04:09.94

22 12132 日高 誠一 ﾋﾀﾞｶ ｾｲｲﾁ チーム （アイ） 京都府 2:07:02.59

23 19200 丸田 良則 ﾏﾙﾀ ﾖｼﾉﾘ

ＬＯＫＯ Ｒａｃｉｎｇ

滋賀県 2:07:04.00

24 13065 島方 則正 ｼﾏｶﾀ ﾉﾘﾏｻ 東京都 2:08:19.04

25 14505 古川 博 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｼ 静岡県 2:13:04.57

26 17218 尾山 晃一 ｵﾔﾏ ｺｳｲﾁ 東京都 2:18:04.50

27 17333 大森 厚志 ｵｵﾓﾘ ｱﾂｼ 東京都 2:20:26.59

28 17281 長塚 茂 ﾅｶﾞﾂｶ ｼｹﾞﾙ 茨城県 2:22:36.17

29 14054 新井 春雄 ｱﾗｲ ﾊﾙｵ 神奈川県 2:23:12.97

30 20007 吉元 繁利 ﾖｼﾓﾄ ｼｹﾞﾄｼ 滋賀県 2:23:33.79

31 18079 和田 稔 ﾜﾀﾞ ﾐﾉﾙ ベックスイソヤ 東京都 2:24:01.13

32 14522 杉田 大助 ｽｷﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 2:31:08.23

33 20014 山田 幸位 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 岡山県 2:33:54.38

34 18316 仲野 孟 ﾅｶﾉ ﾀｹｼ 東京都 2:49:07.34

35 18074 泰 和男 ﾀｲ ｶｽﾞｵ 神奈川県 2:54:53.00

36 20009 齋藤 實 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 神奈川県 3:00:12.04

37 18332 鈴木 勝典 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 千葉県 3:10:50.27

38 18238 天野 千嶋 ｱﾏﾉ ﾁｼﾏ 静岡県 3:19:50.10

39 16142 松田 暉 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｶﾙ Ｔｅａｍ Ｂａｒｃａ 兵庫県 3:23:04.40


