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1 3241 高山 信行 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ チームサブスリー 神奈川県 1:10:02.21
2 3342 横山 和夫 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞｵ チーム オーベスト 神奈川県 1:13:32.44
3 3238 有泉 末広 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｽｴﾋﾛ 櫛形陸上部 山梨県 1:14:12.96
4 3627 寺田 賢三 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ まじりんぐ 滋賀県 1:14:46.19
5 4138 中村 宗哲 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾃﾂ シクロクラブ 東京都 1:16:38.05
6 3573 大関 光治 ｵｵｾﾞｷ ﾐﾂﾊﾙ 郡山サイクルフレンズ 福島県 1:16:49.48
7 6320 伊藤 誠 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ ＧＲＯＯＶＹ 埼玉県 1:17:01.31
8 4014 橋本 光男 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂｵ チーム ニルス 茨城県 1:17:18.87
9 5332 杉崎 隆志 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾀｶｼ 東京都 1:17:20.76

10 7048 松原 弘典 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ 奈良県 1:17:39.44
11 5003 野田 和夫 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｵ チームヤマシゲ 愛知県 1:17:46.46
12 3436 澤田 龍之 ｻﾜﾀﾞ ﾀﾂﾕｷ スペードエース 静岡県 1:18:24.94
13 6593 草山 三朗 ｸｻﾔﾏ ｻﾌﾞﾛｳ 静岡県 1:21:15.92
14 6280 長嶺 悟 ﾅｶﾞﾐﾈ ｻﾄﾙ 愛知県 1:21:55.12
15 3567 清水 光夫 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂｵ 山梨県 1:22:28.86
16 6294 久保田 恭司 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｼ 東京都 1:22:28.98
17 6092 渡辺 健二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ シクロパル壱番館 新潟県 1:23:00.04
18 7088 佐藤 政美 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ ミブロ 東京都 1:25:02.03
19 6291 三橋 紀男 ﾐﾂﾊｼ ﾉﾘｵ 静岡県 1:25:36.21
20 5062 伊藤 博俊 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄｼ ニコンレーシングチーム 神奈川県 1:25:55.26
21 7098 金徳 春夫 ｶﾈﾄｸ ﾊﾙｵ ＳＤＬ 静岡県 1:26:18.07
22 5299 熊倉 淳一 ｸﾏｸﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ くまくらフレンド 埼玉県 1:27:15.63
23 8154 早崎 良明 ﾊﾔｻｷ ﾖｼｱｷ 静岡県 1:27:44.49
24 10071 吉田 幸雄 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ 上毛レーシング 群馬県 1:27:56.09
25 7237 若林 伸行 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ フラシーボ 埼玉県 1:28:00.64
26 5402 木村 和男 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｵ アホがミックス 千葉県 1:28:12.20
27 5306 岩本 博昭 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 静岡県 1:28:14.12
28 9054 杉浦 芳樹 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼｷ 愛知県 1:28:18.86
29 6324 坂本 正樹 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 高崎ナッカラーノ 群馬県 1:29:34.34
30 5124 砂川 一郎 ｽﾅｶﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 山梨県 1:29:37.52
31 6448 松村 一正 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 東京都 1:30:13.33
32 10100 冨所 文夫 ﾄﾄﾞｺﾛ ﾌﾐｵ 東京都 1:30:29.91
33 7320 前田 敏彦 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋｺ チーム Ｉ（アイ） 大阪府 1:30:40.26
34 6077 三木 貞次郎 ﾐｷ ﾃｲｼﾞﾛｳ 福島県 1:30:47.21
35 7385 松井 清隆 ﾏﾂｲ ｷﾖﾀｶ 東京都 1:31:17.84
36 10066 高橋 陽一 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 1:32:17.81
37 10073 山口 隆夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｵ ディオス レーシング 東京都 1:32:35.30
38 6484 宮本 隆行 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾕｷ ＪＡＦ六輪倶楽部 福岡県 1:32:47.29
39 9185 柏原 正仁 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾏｻﾋﾄ 静岡県 1:32:50.07
40 10432 橋本 守 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾓﾙ 神奈川県 1:33:14.56
41 9294 阿部 雅文 ｱﾍﾞ ﾏｻﾌﾐ サカタレーシングクラブ 千葉県 1:33:47.97
42 6372 溝口 宏行 ﾐｵｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ ＴＲＣパナマレッズ 新潟県 1:33:56.22
43 6343 麻生 信夫 ｱｿｳ ﾉﾌﾞｵ シルバーリング 東京都 1:34:39.49
44 10112 鈴木 誠一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 湘南ＦＡＲＣ 神奈川県 1:34:50.44
45 12229 吉本 守 ﾖｼﾓﾄ ﾏﾓﾙ 神奈川県 1:35:24.43
46 8124 深瀬 辰男 ﾌｶｾ ﾀﾂｵ チ－ムのんびりライド 東京都 1:35:35.48
47 10104 今井 英策 ｲﾏｲ ｴｲｻｸ 上毛レーシング 群馬県 1:35:40.44
48 7583 橋本 政明 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｱｷ 流れ橋サイクリングクラブ 大阪府 1:36:12.48
49 5580 星野 正幸 ﾎｼﾉ ﾏｻﾕｷ アホでミックス 埼玉県 1:36:33.46
50 7300 天堂 栄二 ﾃﾝﾄﾞｳ ｴｲｼﾞ 埼玉県 1:37:03.91
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51 8371 田部 義男 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｵ 千葉県 1:37:11.06
52 10338 植木 洋 ｳｴｷ ﾋﾛｼ 栃木県 1:37:27.51
53 9218 武田 憲治 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ＳＲＰ－Ｚ 東京都 1:38:03.84
54 4568 塚本 耕治 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ オルテマジーノ 千葉県 1:38:21.48
55 6416 奥原 敏 ｵｸﾊﾗ ｻﾄｼ 神奈川県 1:38:41.55
56 10262 木下 正敏 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾄｼ 愛知県 1:39:14.38
57 11355 林 則行 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾕｷ ＴｅａｍＨＡＹＡＳＨＩ 東京都 1:39:20.85
58 10168 倉藤 節雄 ｸﾗﾌｼﾞ ｾﾂｵ 東京都 1:39:40.77
59 13550 中村 重嗣 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾂｸﾞ かわばた自転車 埼玉県 1:39:44.06
60 13126 横川 正敏 ﾖｺｶﾜ ﾏｻﾄｼ 愛知県 1:39:46.34
61 7280 元吉 良則 ﾓﾄﾖｼ ﾖｼﾉﾘ 東京都 1:40:21.05
62 10303 土地 清隆 ﾄﾞﾁ ｷﾖﾀｶ 神奈川県 1:40:27.31
63 7322 佐藤 隆夫 ｻﾄｳ ﾀｶｵ チーム ｉ（アイ） 埼玉県 1:40:38.26
64 8170 田中 英城 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 新潟県 1:40:54.53
65 7569 川崎 俊雄 ｶﾜｻｷ ﾄｼｵ ｃ．ｃ．ｙｏｕ 静岡県 1:41:06.42
66 10092 長島 亨 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｵﾙ 東京都 1:41:07.93
67 5198 欠端 康夫 ｶｹﾊﾀ ﾔｽｵ ランタンルージュ 大阪府 1:42:07.80
68 7573 三ツ橋 公一 ﾐﾂﾊｼ ｷﾐｶｽﾞ ハノイ自転車友の会 大阪府 1:42:19.72
69 11111 河俣 利夫 ｶﾜﾏﾀ ﾄｼｵ エンドウ商会 神奈川県 1:42:25.58
70 8035 望月 正明 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｱｷ ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 滋賀県 1:42:37.27
71 14013 清水 博民 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾀﾐ 埼玉県 1:42:40.14
72 6100 篠川 裕二 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 新潟県 1:43:17.54
73 11282 澤田 啓一 ｻﾜﾀﾞ ｹｲｲﾁ シルベストステラ 大阪府 1:44:15.20
74 11369 岡田 幸久 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾋｻ 神奈川県 1:44:31.63
75 12172 西股 健一 ﾆｼﾏﾀ ｹﾝｲﾁ オンザロード 茨城県 1:44:37.08
76 12255 若林 勉 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ 楽風会 静岡県 1:45:33.64
77 11506 塚田 秀一 ﾂｶﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ チームシホリン 東京都 1:45:51.53
78 15571 平本 完芳 ﾋﾗﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 西神戸クラブ 兵庫県 1:46:09.06
79 9153 沼田 宏徳 ﾇﾏﾀ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 1:46:37.07
80 7045 廣岡 達也 ﾋﾛｵｶ ﾀﾂﾔ ディエムジ―モリ 三重県 1:49:33.64
81 12230 松浦 清 ﾏﾂｳﾗ ｷﾖｼ 静岡県 1:49:42.94
82 8439 藤井 好夫 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｵ 栃木県 1:49:57.48
83 7225 田中 実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 東京都 1:50:16.84
84 11480 小池 弘 ｺｲｹ ﾋﾛｼ 群馬県 1:50:42.98
85 11513 鈴木 千春 ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ チーム・モンテラック 山梨県 1:51:04.87
86 11032 酒井 隆夫 ｻｶｲ ﾀｶｵ セマスレーシング 千葉県 1:51:06.75
87 10229 後藤 正敏 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾄｼ ＶＩＥＮＴＯ 静岡県 1:52:09.78
88 10451 植田 寛 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都 1:52:12.04
89 11589 岩崎 定男 ｲﾜｻｷ ｻﾀﾞｵ 信天翁 東京都 1:52:15.54
90 10356 江崎 修一 ｴｻｷ ｼｭｳｲﾁ 静岡県 1:52:28.29
91 12031 田中 充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 東京都 1:52:31.94
92 11457 鈴木 廣志 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 愛知県 1:52:42.54
93 14302 成田 正人 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾄ サカタレーシング クラブ 千葉県 1:53:20.60
94 12322 石橋 正 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾀﾞｼ 東京都 1:53:35.56
95 6081 金山 和昭 ｶﾅﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ アホがミックス 埼玉県 1:54:12.24
96 13075 多木 正夫 ﾀｷ ﾏｻｵ 東京都 1:54:15.85
97 13051 佐藤 悟 ｻﾄｳ ｻﾄﾙ 神奈川県 1:54:43.11
98 9320 引頭 博文 ｲﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ レガーミ 長崎県 1:55:03.35
99 12450 大石 芳行 ｵｵｲｼ ﾖｼﾕｷ 山梨県 1:55:29.01

100 15570 名定 博 ﾅｻﾀﾞ ﾋﾛｼ 西神戸クラブ 兵庫県 1:55:55.83
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101 8169 梶原 秀雄 ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 東京都 1:56:17.86
102 4515 乾 哲弥 ｲﾇｲ ﾃﾂﾔ チームザラツ 千葉県 1:56:43.12
103 12379 柳澤 一夫 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞｵ かね八 埼玉県 1:56:55.24
104 11206 三谷 信之 ﾐﾀﾆ ﾉﾌﾞﾕｷ ロンサムローディーズクラブ 神奈川県 1:56:56.00
105 10382 板井 昌典 ｲﾀｲ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 1:56:59.15
106 12008 渡辺 祐一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 山梨県 1:57:26.07
107 11493 清水 正勝 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｶﾂ 神奈川県 1:57:28.80
108 6313 小倉 久之 ｵｸﾞﾗ ﾋｻﾕｷ ランニングプランナー 大阪府 1:57:37.77
109 12519 荻原 興 ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳ 第一パン 埼玉県 1:58:07.46
110 12114 島方 則正 ｼﾏｶﾀ ﾉﾘﾏｻ 東京都 1:58:07.60
111 6587 風間 成泰 ｶｻﾞﾏ ｼｹﾞﾔｽ 宮崎県 1:58:51.07
112 13415 石田 敏夫 ｲｼﾀﾞ ﾄｼｵ ２６８ＷＥＤＯ 兵庫県 1:59:20.51
113 8303 根本 雅司 ﾈﾓﾄ ﾏｻｼ ＡＬＬＥＧＲＡ 神奈川県 1:59:28.02
114 12599 松田 俊幸 ﾏｯﾀ ﾄｼﾕｷ 福井県 1:59:49.00
115 12029 松浦 恒久 ﾏﾂｳﾗ ﾂﾈﾋｻ 兵庫県 1:59:51.99
116 14314 仁藤 隆雄 ﾆﾄｳ ﾀｶｵ 静岡県 2:00:19.26
117 10351 大沢 明 ｵｵｻﾜ ｱｷﾗ コギー青葉台 神奈川県 2:00:29.13
118 5085 岩佐 博文 ｲﾜｻ ﾋﾛﾌﾐ 岐阜県 2:00:43.41
119 11225 金森 英夫 ｶﾅﾓﾘ ﾋﾃﾞｵ Ｆ３０００ 東京都 2:01:37.78
120 9187 佐々木 昭憲 ｻｻｷ ｱｷﾉﾘ 東京都 2:01:38.82
121 8223 大割 博 ｵｵﾜﾘ ﾋﾛｼ バイクルプラザＲ・Ｔ 東京都 2:01:58.61
122 13439 服部 徳彦 ﾊｯﾄﾘ ﾄｸﾋｺ 静岡県 2:02:05.75
123 9317 菅原 勉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾂﾄﾑ 千葉県 2:02:18.38
124 13343 佐藤 俊幸 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ アスリートカオス 神奈川県 2:02:51.81
125 12119 宮本 貞男 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾀﾞｵ ｏｄａｗａｒａ金子屋 神奈川県 2:03:20.25
126 12363 古川 博 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｼ 静岡県 2:04:00.12
127 14459 リエヴル フィリップ ﾘｴｳﾞﾙ ﾌｨﾘｯﾌﾟ 東京都 2:04:06.94
128 9335 加持 剛 ｶﾓﾁ ﾀｹｼ 栃木県 2:04:19.42
129 11431 駒崎 啓一 ｺﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁ 福島県 2:04:41.75
130 14268 高橋 健太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 静岡県 2:04:54.84
131 11328 高柳 信夫 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾉﾌﾞｵ 埼玉県 2:05:02.49
132 11568 鈴木 孝二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ スクエア 東京都 2:05:05.12
133 11379 与座 嘉夫 ﾖｻﾞ ﾖｼｵ ジェイエスシレーシングチーム 東京都 2:05:30.11
134 5050 浅川 雅孝 ｱｻｶﾜ ﾏｻﾀｶ 東京都 2:05:46.51
135 7262 日高 誠一 ﾋﾀﾞｶ ｾｲｲﾁ チームアイ 京都府 2:06:52.99
136 14248 窪嶋 秀明 ｸﾎﾞｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ ひなさくら 神奈川県 2:08:12.75
137 6156 田沼 功 ﾀﾇﾏ ｲｻｵ ラファサイクリングクラブ 東京都 2:08:45.55
138 14185 佐藤 信幸 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼玉県 2:08:47.26
139 7244 清水 光雄 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂｵ チーム・コバリン 山梨県 2:09:25.00
140 14283 鈴木 正 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 東京都 2:09:28.03
141 13552 元嶋 民夫 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀﾐｵ 神奈川県 2:09:50.34
142 13449 秋山 進 ｱｷﾔﾏ ｽｽﾑ 山梨県 2:10:22.39
143 14336 鶴田 哲二 ﾂﾙﾀ ﾃﾂｼﾞ チームユーティーワイ 山梨県 2:11:16.27
144 8145 田原 芳広 ﾀﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ ＳＰＩＲＩＴ 兵庫県 2:12:07.71
145 14409 青木 久夫 ｱｵｷ ﾋｻｵ 神奈川県 2:12:18.76
146 15475 後藤 清一 ｺﾞﾄｳ ｾｲｲﾁ 奈良県 2:12:24.25
147 13312 小島 英男 ｺｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 大阪府 2:12:53.11
148 9169 渡辺 昌直 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾅｵ 神奈川県 2:12:55.78
149 12221 大石 孝司 ｵｵｲｼ ﾀｶｼ 静岡県 2:13:18.72
150 13066 小里 仁 ｺｻﾞﾄ ﾋﾄｼ 神奈川県 2:13:20.27
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151 12327 松本 治男 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｵ パラダイス 東京都 2:14:05.70
152 13118 岩本 義之 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 大阪府 2:14:11.35
153 13592 牧野 吉雄 ﾏｷﾉ ﾖｼｵ 東京都 2:14:34.58
154 11596 渡辺 栄一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｲﾁ 山梨県 2:14:41.10
155 14387 斉藤 守 ｻｲﾄｳ ﾏﾓﾙ 東京都 2:15:55.48
156 14442 渡辺 新作 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｻｸ コバリン 山梨県 2:16:17.21
157 8297 鈴木 恵千代 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾁﾖ 暗黒技研 東京都 2:16:30.11
158 12534 佐野 純夫 ｻﾉ ｽﾐｵ フレンド 東京都 2:17:03.19
159 11309 山田 勝則 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 埼玉県 2:17:56.24
160 13210 杉山 壽 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋｻｼ 神奈川県 2:18:04.70
161 7306 向田 吉男 ﾑｺｳﾀﾞ ﾖｼｵ 神奈川県 2:18:54.06
162 14507 阿南 健 ｱﾅﾐ ﾀｹｼ 岐阜県 2:19:30.79
163 13032 大森 厚志 ｵｵﾓﾘ ｱﾂｼ 東京都 2:19:38.86
164 13038 園部 敏行 ｿﾉﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 2:20:56.19
165 14244 刀禰 努 ﾄﾈ ﾂﾄﾑ 静岡県 2:20:58.63
166 13336 田辺 昌徳 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ アルクチュルス 東京都 2:21:39.57
167 13086 森 興次 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ ＴＢＬＳ 東京都 2:22:06.72
168 15195 絹張 敏彦 ｷﾇﾊﾘ ﾄｼﾋｺ ハヤシ 東京都 2:22:16.94
169 13506 黒田 秀行 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県 2:22:50.94
170 13269 野田 利幸 ﾉﾀﾞ ﾄｼﾕｷ ライブ 京都府 2:22:57.58
171 13003 田中 久 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ 諸輪村 愛知県 2:23:20.35
172 14194 大橋 明 ｵｵﾊｼ ｱｷﾗ 静岡県 2:23:34.11
173 14275 西本 直道 ﾆｼﾓﾄ ﾅｵﾐﾁ ディオスレーシング 東京都 2:24:03.47
174 12071 斎竹 輝明 ｻｲﾀｹ ﾃﾙｱｷ 愛知県 2:24:25.79
175 15005 久保田 豊 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾀｶ 埼玉県 2:24:37.20
176 12035 荒 孝之 ｱﾗ ﾀｶﾕｷ 茨城県 2:25:20.04
177 13405 山科 雄弘 ﾔﾏｼﾅ ｶﾂﾋﾛ 千葉県 2:25:41.96
178 8151 池田 尚文 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 愛知県 2:25:50.75
179 12337 桐谷 悦行 ｷﾘﾔ ﾖｼﾕｷ 長野県 2:26:12.34
180 15062 坂野 日出夫 ｻｶﾉ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 2:27:52.88
181 15184 古野 章久 ﾌﾙﾉ ｱｷﾋｻ 神奈川県 2:28:22.27
182 15063 遠山 寿秋 ﾄｵﾔﾏ ﾄｼｱｷ 山梨県 2:28:42.01
183 15393 二渡 正敏 ﾌﾀﾜﾀﾘ ﾏｻﾄｼ 栃木県 2:29:53.83
184 12447 武藤 隆則 ﾑﾄｳ ﾀｶﾉﾘ チームコバリン 山梨県 2:33:04.20
185 14052 野中 隆文 ﾉﾅｶ ﾀｶﾌﾐ 愛知県 2:33:31.37
186 14300 松原 英明 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 2:34:34.75
187 15134 齋藤 敏夫 ｻｲﾄｳ ﾄｼｵ 千葉県 2:36:39.80
188 14356 齋藤 憲一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 自転車部 東京都 2:39:32.80
189 6258 原澤 俊雄 ﾊﾗｻﾜ ﾄｼｵ シエラ 東京都 2:40:58.79
190 14046 石井 正 ｲｼｲ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 2:41:55.17
191 9066 井本 浩 ｲﾓﾄ ﾋﾛｼ かんぽ生命保険自転車部 東京都 2:43:08.84
192 12388 平澤 優 ﾋﾗｻﾜ ﾏｻﾙ 神奈川県 2:44:50.75
193 11242 鈴木 勝典 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 千葉県 2:51:32.77
194 14392 吉川 均 ﾖｼｶﾜ ﾋﾄｼ 広電チャリダーズ 広島県 2:51:55.52
195 15338 林 伸雄 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞｵ ボスケット 栃木県 2:52:34.89
196 11505 土屋 純一 ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 2:53:42.55
197 15202 豊田 明 ﾄﾖﾀﾞ ｱｷﾗ 東京都 2:58:26.46
198 15099 相澤 俊秀 ｱｲｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 山梨県 2:59:29.56
199 13482 室賀 信男 ﾑﾛｶﾞ ﾉﾌﾞｵ 大阪府 3:04:10.85
200 14441 STIG INGE BJOERGE STIG INGE BJOERGE 3:04:40.44
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201 14483 大平 善久 ｵｵﾋﾗ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 3:08:01.14
202 15354 飯原 一樹 ｲｲﾊﾗ ｶｽﾞｷ 東京都 3:08:34.98
203 15151 谷口 敬三 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｿﾞｳ 神奈川県 3:10:01.10
204 13071 熊谷 修 ｸﾏｶﾞｲ ｵｻﾑ 東京都 3:14:49.13
205 15200 広田 敏 ﾋﾛﾀ ｻﾄｼ 千葉県 3:15:07.45
206 14099 高野 雅巳 ﾀｶﾉ ﾏｻﾐ 四猫 山梨県 3:26:17.02
207 8582 守本 政嗣 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻｼ 神奈川県 3:33:05.28
208 9493 大野 一 ｵｵﾉ ﾊｼﾞﾒ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 3:38:25.68


