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1 123 森本 誠 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ ＧＯＫＩＳＯ 奈良県 0:58:31.92
2 105 兼松 大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ ＴｅａｍＧｒｅｅｎＲｏａｄ 奈良県 0:58:36.23
3 103 田崎 友康 ﾀｻﾞｷ ﾄﾓﾔｽ Ｆ（ｔ）麒麟山Ｒａｃｉｎｇ 新潟県 0:59:02.51
4 108 渡辺 佑樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ ｔｅａｍ ＳＯＮＩＣ 大阪府 0:59:03.29
5 106 板子 佑士 ｲﾀｺ ﾕｳｼﾞ ライフライド 兵庫県 0:59:05.92
6 136 田中 裕士 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ グランペール 滋賀県 0:59:10.95
7 109 武田 祥典 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 桜高校軽音部 山形県 0:59:29.29
8 154 星野 貴也 ﾎｼﾉ ﾀｶﾔ 埼玉県 0:59:30.07
9 128 大久保 知史 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾌﾐ チーム亀風 埼玉県 0:59:36.23

10 121 今井 佑誠 ｲﾏｲ ﾕｳｾｲ グランペール 群馬県 0:59:36.79
11 118 高橋 義博 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 走ってコロコロ 神奈川県 0:59:41.31
12 130 大野 拓也 ｵｵﾉ ﾀｸﾔ ＯＶＥＲＨＥＡＴ 千葉県 1:00:18.33
13 143 野口 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ ノッタサイクル 東京都 1:00:26.19
14 111 井上 亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ マゼランシステムズジャパン 大阪府 1:00:36.45
15 129 大島 浩明 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｱｷ グランペール 千葉県 1:00:59.94
16 117 高岡 亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ イナーメ信濃山形 東京都 1:01:38.61
17 157 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ ＬＥＯＭＯ Ｂｅｌｌｅｍａｒｅ Ｒａｃｉ 東京都 1:01:43.76
18 155 小山田 智也 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ 北海道 1:01:46.17
19 135 田村 篤志 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ チームＲ＆Ｄ 群馬県 1:01:48.26
20 101 中村 龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ チームコバリン 千葉県 1:01:50.42
21 110 金子 宗平 ｶﾈｺ ｿｳﾍｲ 群馬高専 埼玉県 1:01:55.20
22 102 雨宮 耕基 ｱﾒﾐﾔ ｺｳｷ Ｆｏｒｚｉ：ｋ山梨 山梨県 1:02:05.85
23 144 落合 明 ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ 神奈川県 1:02:07.60
24 107 本柳 隆志 ﾓﾄﾔﾅｷﾞ ﾀｶｼ チームＷＡＤＡ 栃木県 1:02:09.69
25 115 宮本 賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ ＬＣモンテラック 福島県 1:02:16.94
26 122 松木 匡宏 ﾏﾂｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京都 1:02:18.30
27 145 鈴木 亮 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ ＴｅａｍＵＫＹＯｒｅｖｅ 神奈川県 1:02:18.82
28 156 加藤 友泰 ｶﾄｳ ﾄﾓﾔｽ 神奈川県 1:02:41.71
29 134 鳥飼 建太郎 ﾄﾘｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ ＴＥＡＭＳＡＮＲＥＭＯ 和歌山県 1:02:58.18
30 149 槙野 青葉 ﾏｷﾉ ｱｵﾊﾞ トライスポーツ 兵庫県 1:03:05.37
31 104 宿谷 英男 ｼｭｸﾔ ﾋﾃﾞｵ タマキＢＥＡＢＥＬＬ 東京都 1:03:37.62
32 120 高木 紀和 ﾀｶｷﾞ ﾉﾘｶｽﾞ 自在Ｒ＆Ｂ 神奈川県 1:03:39.59
33 138 土井 賢太 ﾄﾞｲ ｹﾝﾀ 粟レンジャー 静岡県 1:03:41.83
34 125 菅原 隆吾 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｭｳｺﾞ 自在 神奈川県 1:03:42.97
35 146 國井 豊晃 ｸﾆｲ ﾄﾖｱｷ Ｋｏｇｍａ Ｒａｃｉｎｇ 岐阜県 1:03:45.61
36 140 風間 博之 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ ウォークライド 神奈川県 1:03:56.66
37 139 配嶋 俊平 ﾊｲｼﾞﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ チームＣＢ 神奈川県 1:04:15.92
38 147 筧 五郎 ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ ５６ｃｙｃｌｅ 愛知県 1:04:16.92
39 116 後藤 晃治 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ アクアタマ 東京都 1:04:18.96
40 127 石田 正義 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ プロジェクトディー 静岡県 1:04:45.24
41 142 卜部 哲郎 ｳﾗﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ ＧＲＯＯＶＹ 埼玉県 1:05:01.49
42 124 須藤 克利 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ 千葉道場 千葉県 1:06:30.07
43 148 村山 利男 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｼｵ Ｖｉｔｅｓｓｅ 新潟県 1:07:05.72
44 112 河合 智孝 ｶﾜｲ ﾄﾓﾀｶ ニコーファクトリー 愛知県 1:07:48.62
45 119 高橋 伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ フィッツ グルーン 静岡県 1:07:53.65
46 152 池本 幸男 ｲｹﾓﾄ ﾕｷｵ ＨＩＤＥＯ ＭＡＸ ＨＥＡＲＴ 山口県 1:08:40.98
47 126 斉藤 義明 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 多摩ポタ 神奈川県 1:08:51.56
48 141 片岡 真之介 ｶﾀｵｶ ｼﾝﾉｽｹ Ｂｅａｃｈ 東京都 1:09:05.68
49 132 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ チームグリーンロード 大阪府 1:09:37.51
50 113 花田 研太 ﾊﾅﾀﾞ ｹﾝﾀ ｔｅａｍ ＳＵＮＺＯＫＵ 大阪府 1:10:02.20
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51 131 大野 直樹 ｵｵﾉ ﾅｵｷ ワコーサイクリング倶楽部 神奈川県 1:11:33.60
52 114 宮本 啓行 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:12:18.84
53 158 片山 右京 ｶﾀﾔﾏ ｳｷｮｳ チームウキョウレブ 東京都 1:13:29.02
54 2 今中 大介 ｲﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ インターマックス 山梨県 1:13:29.16
55 153 岩波 宏尚 ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 1:14:03.78
56 151 藤田 晃三 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｿﾞｳ チームＯＬＤ ＮＥＷ 埼玉県 1:18:30.53


