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1 3358 中川 真也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ ＶＩＶＡ✩雑兵 石川県 1:02:52.42
2 3040 佐藤 洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 山下ゴム ガチポタ部 埼玉県 1:03:30.58
3 3219 松原 崇史 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｶｼ １００ｍｉｌｅｓ 神奈川県 1:03:39.72
4 3091 小奈 親弘 ｵﾅ ﾁｶﾋﾛ 埼玉県 1:04:12.24
5 3229 浦上 雅弘 ｳﾗｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 自転車貴族 富山県 1:04:35.60
6 3197 田平 岳史 ﾀﾋﾗ ﾀｹｼ ワンダーサイクリングＯＢ会 東京都 1:04:41.92
7 3160 片山 星也 ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾔ 粟レンジャー 静岡県 1:05:04.04
8 3067 山口 和範 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ ＭＡＸＳＰＥＥＤ１００マイル 三重県 1:05:06.33
9 3485 玉田 俊典 ﾀﾏﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ 茨城県 1:05:27.48

10 3052 太田 好政 ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ ＭＩＶＲＯ 東京都 1:05:43.59
11 3459 黒木 靖朗 ｸﾛｷﾞ ﾔｽｵ エイル宮崎レーシング 宮崎県 1:06:09.02
12 3200 柴田 佳典 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 1:06:14.23
13 3223 河野 壮一 ｺｳﾉ ｿｳｲﾁ アトリエフルーブ 東京都 1:06:18.45
14 4043 元市 裕久 ﾓﾄｲﾁ ﾋﾛﾋｻ ＳＢＣ 神奈川県 1:06:25.08
15 3199 虎谷 伸一 ﾄﾗﾔ ｼﾝｲﾁ なるしまフレンド 鶴班 東京都 1:06:25.19
16 3406 建部 和礼 ﾀﾃﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ サケビ 東京都 1:06:39.58
17 3650 上嶋 秀太郎 ｶﾐｼﾏ ｼｭｳﾀﾛｳ 東京都 1:06:53.72
18 3317 永沼 幸雄 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｷｵ ＴＨＣＲ 千葉県 1:06:55.33
19 4130 白石 陽介 ｼﾗｲｼ ﾖｳｽｹ イーエヌジー 東京都 1:07:10.51
20 3410 玉仙 健一 ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ チームオルトレ 神奈川県 1:07:15.91
21 3296 長谷川 真博 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ ＴＥＡＭ ＰＩＲＡＴＡ 神奈川県 1:07:26.21
22 3305 伊藤 伸一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ ＭＩＶＲＯ 東京都 1:07:34.02
23 3336 若菜 弘幸 ﾜｶﾅ ﾋﾛﾕｷ ＮＮＬＬレーシング 山梨県 1:07:38.52
24 3097 倉本 裕介 ｸﾗﾓﾄ ﾕｳｽｹ 神奈川県 1:07:38.76
25 3158 前田 篤史 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ アイオロス 新潟県 1:07:42.30
26 3268 ジョンソン デイビット ｼﾞｮﾝｿﾝ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄ トレック ジャパン 兵庫県 1:07:43.38
27 3141 樋口 泰伸 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ 豆サイ 神奈川県 1:07:50.93
28 3242 家崎 隆 ｲｴｻﾞｷ ﾀｶｼ サイクル・フリーダム 千葉県 1:08:01.52
29 3266 中村 聡史 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ ＭＩＶＲＯ 東京都 1:08:21.86
30 4621 星場 正輝 ﾎｼﾊﾞ ﾏｻｷ 埼玉県 1:08:37.16
31 3066 中山 洋一 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳｲﾁ ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都 1:08:40.07
32 3193 小野 史朗 ｵﾉ ﾌﾐｱｷ アバンテージュ 栃木県 1:08:44.96
33 10377 坂井 隆之 ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 1:08:56.91
34 3465 宗 泰助 ｿｳ ﾀｲｽｹ アイアンサムライ 神奈川県 1:09:02.67
35 3403 中島 俊輔 ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝｽｹ あむーら・で・べろ 東京都 1:09:14.23
36 3267 中嶋 智 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ なかじまけ 神奈川県 1:09:16.79
37 3540 石塚 真吾 ｲｼﾂﾞｶ ｼﾝｺﾞ ＲＯＵＴＥ６１０ 東京都 1:09:20.93
38 3274 西山 琢馬 ﾆｼﾔﾏ ﾀｸﾏ ペダリスト 神奈川県 1:09:26.45
39 4161 永岩 哲美 ﾅｶﾞｲﾜ ﾃﾂﾐ 愛知県 1:09:28.57
40 4435 舘野 善宗 ﾀﾃﾉ ﾖｼﾋﾛ 湘南浪漫 神奈川県 1:09:31.97
41 3116 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ ＬＥＧＡＩＮ 東京都 1:09:36.09
42 10127 松田 和久 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ 流山市自転車部 千葉県 1:09:43.84
43 3463 辺見 暢朗 ﾍﾝﾐ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 1:09:51.77
44 3460 竹本 拓樹 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｷ 埼玉県 1:09:56.31
45 4418 手代木 太郎 ﾃｼﾛｷﾞ ﾀﾛｳ 手代木商事株式会社 東京都 1:10:05.32
46 3604 半澤 真吾 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ ＡｄｉＬ 福島県 1:10:06.51
47 3076 本田 友太郎 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾀﾛｳ ミブロ 東京都 1:10:10.52
48 3628 堀口 貴志 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｶｼ 群馬県 1:10:23.18
49 4217 芦沢 優 ｱｼｻﾞﾜ ﾏｻﾙ フォルジーク 東京都 1:10:29.82
50 4267 赤羽 正行 ｱｶﾊﾞﾈ ﾏｻﾕｷ ＧＥＮＥ ＢＩＫＥＳ 兵庫県 1:10:33.38
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51 3538 春山 博央 ﾊﾙﾔﾏ ﾋﾛｵ 埼玉県 1:10:33.62
52 3111 大西 武史 ｵｵﾆｼ ﾀｹｼ 京都府 1:10:51.04
53 3220 村本 康弘 ﾑﾗﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 1:10:51.33
54 3471 湯浦 裕貴 ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ エムケイダブリュ 愛知県 1:10:53.81
55 3100 新田 慎一 ﾆｯﾀ ｼﾝｲﾁ シーシーエム 山口県 1:11:05.99
56 3526 片岡 祐路 ｶﾀｵｶ ﾕｳｼﾞ 岡山県 1:11:09.73
57 3530 渡辺 勇大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ＧＲＯＶＥ港北 神奈川県 1:11:18.88
58 9569 山中 マナブ ﾔﾏﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ 群馬県 1:11:23.58
59 10230 米倉 洋平 ﾖﾈｸﾗ ﾖｳﾍｲ 愛知県 1:11:24.17
60 3170 市川 亮 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 湘南浪漫 神奈川県 1:11:35.12
61 3378 中南 良浩 ﾅｶﾐﾅﾐ ﾖｼﾋﾛ Ａｚｚｕｒｒｉ 大阪府 1:11:48.95
62 3120 秋葉 裕司 ｱｷﾊﾞ ﾕｳｼﾞ キューブ 静岡県 1:12:00.53
63 5058 大倉 純 ｵｵｸﾗ ｼﾞｭﾝ チームボリ 神奈川県 1:12:08.18
64 3126 鈴木 宏明 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ ぴっと山岳部 愛知県 1:12:11.22
65 3428 山本 真也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 高崎ナッカラーノ 群馬県 1:12:11.78
66 4182 井上 裕之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ サニーサイド 大阪府 1:12:21.39
67 4001 永田 豪 ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ Ｔｅａｍ Ｓｏｎｉｃ 千葉県 1:12:30.79
68 4472 土方 豪 ﾋｼﾞｶﾀ ｺﾞｳ 神奈川県 1:12:30.85
69 4628 橋本 和幸 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ ユーロード 愛知県 1:12:31.59
70 8254 土屋 正 ﾂﾁﾔ ﾀﾀﾞｼ ＹＯＵＣＡＮ 静岡県 1:12:32.04
71 3499 日高 一明 ﾋﾀﾞｶ ｶｽﾞｱｷ ブエナ スエルテ 埼玉県 1:12:38.06
72 3256 矢口 正晴 ﾔｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ ミブロ 神奈川県 1:12:38.36
73 13408 錦織 暁人 ﾆｼｺｵﾘ ｱｷﾋﾄ ａｉｒ－Ｋ Ｆａｃｔｏｒｙ 岐阜県 1:12:46.33
74 4073 藤田 隆二郎 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ ファルチェット 神奈川県 1:12:52.55
75 3478 伊藤 羊介 ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ ＶＩＶＡ✩雑兵 東京都 1:12:54.32
76 8214 林 建佑 ﾊﾔｼ ｹﾝｽｹ 愛知県 1:12:55.24
77 3636 畑山 真吾 ﾊﾀﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 長野県 1:12:57.98
78 3432 稲垣 拓馬 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｸﾏ 群馬県 1:13:02.74
79 3401 小林 知量 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｶｽﾞ 栃木県 1:13:05.76
80 3513 小川 亮 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ 千葉県 1:13:06.83
81 5380 高野 保真 ﾀｶﾉ ﾔｽﾅｵ チームインフィニート 東京都 1:13:06.97
82 4093 長田 育充 ｵｻﾀﾞ ﾔｽﾐﾂ 愛知県 1:13:09.76
83 3597 滝田 圭 ﾀｷﾀ ｹｲ 茨城県 1:13:18.14
84 3521 勝田 伸治 ｶﾂﾀ ﾉﾌﾞﾊﾙ バタフライ 神奈川県 1:13:19.56
85 3201 渡辺 祐樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ Ｆｏｒｚｉ：ｋ山梨 山梨県 1:13:26.59
86 3165 ｔｓｕｃｈｉｋａｗａ ｈｉｒｏｋｉ ﾂﾁｶﾜ ﾋﾛｷ ＴＥＡＭーＣＦＫ 東京都 1:13:27.43
87 5070 山根 正寛 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾋﾛ ＫＩＺＯＫ 福井県 1:13:30.37
88 3123 芳賀 高明 ﾊｶﾞ ﾀｶｱｷ 蕎麦宗 静岡県 1:13:31.53
89 4281 田代 圭 ﾀｼﾛ ｹｲ プレシャス 福島県 1:13:33.05
90 3581 丹田 大彦 ﾀﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾋｺ 千葉県 1:13:34.43
91 3606 町田 衛 ﾏﾁﾀﾞ ﾏﾓﾙ 静岡県 1:13:38.31
92 5384 平野 尚孝 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾀｶ 東京都 1:13:39.98
93 5339 安藤 大智 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁ Ｌｉｏｎ 神奈川県 1:13:45.31
94 3263 桐山 茂樹 ｷﾘﾔﾏ ｼｹﾞｷ ＢＲＥＺＺＡカミハギＲＴ 愛知県 1:13:51.37
95 4342 山下 暢之 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ チームＡＮＧ 大阪府 1:14:02.18
96 3425 吉本 雄一 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁ チームＷＡＤＡ 千葉県 1:14:09.82
97 3360 東 智博 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ ＡｂｅａｍＣｙｃｌｉｎｇ 東京都 1:14:13.73
98 3400 小林 洋平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ エンドウ商会 神奈川県 1:14:17.66
99 4427 下田 渉 ｼﾓﾀﾞ ﾜﾀﾙ 自転車屋ライブ 京都府 1:14:19.22

100 4101 御処野 将 ｺﾞｼｮﾉ ﾏｻｼ 晴嵐 埼玉県 1:14:20.19
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101 5521 志村 拓郎 ｼﾑﾗ ﾀｸﾛｳ 埼玉県 1:14:23.51
102 3175 高畑 巡 ﾀｶﾊﾀ ﾒｸﾞﾙ 静岡県 1:14:23.93
103 4023 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 1:14:26.11
104 4184 山本 詠史 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ シクル・マーモット 東京都 1:14:28.01
105 3099 中川 政善 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ 蕎麦宗 静岡県 1:14:31.86
106 11603 芝崎 信次 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾂｸﾞ 千葉県 1:14:38.46
107 3208 花岡 大樹 ﾊﾅｵｶ ﾋﾛｷ ミブロ 東京都 1:14:46.98
108 6032 平柳 好一 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ｺｳｲﾁ 鴨川ムジナーナ 神奈川県 1:14:48.82
109 4481 榎本 拓哉 ｴﾉﾓﾄ ﾀｸﾔ チームカプリコ 東京都 1:14:49.97
110 4088 中尾 幸太郎 ﾅｶｵ ｺｳﾀﾛｳ 大阪ヒルクライム同好会 大阪府 1:15:05.06
111 4374 相磯 保温 ｱｲｿ ﾔｽｵﾐ 駿河モンテロッソ 静岡県 1:15:21.23
112 3374 田中 清志 ﾀﾅｶ ｷﾖｼ チャリクラ 神奈川県 1:15:34.67
113 6403 沖田 聡一郎 ｵｷﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 京都府 1:15:44.96
114 4291 麻生 真吾 ｱｿｳ ｼﾝｺﾞ 埼玉県 1:16:08.02
115 4511 安東 基統 ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾄﾐﾁ ｋｋｓ 愛知県 1:16:08.14
116 6213 佐藤 牧人 ｻﾄｳ ﾏｷﾄ ファーストバイクス 東京都 1:16:19.80
117 4433 村野 宏行 ﾑﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ アトレッサ 東京都 1:16:25.57
118 9219 木内 崇文 ｷｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 京都府 1:16:26.70
119 4386 佐藤 保樹 ｻﾄｳ ﾔｽｷ ＢーＰｌｕｃｋ 埼玉県 1:16:33.91
120 7033 金井 慎一 ｶﾅｲ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:16:35.96
121 3343 毛呂 康夫 ﾓﾛ ﾔｽｵ ＤＭＧ ＭＯＲＩ 京都府 1:16:36.20
122 3402 和田 善行 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾕｷ チーム 山岳の豹 埼玉県 1:16:49.72
123 5452 越田 祐史 ｺｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ちーむ、おれんじ 東京都 1:16:53.20
124 3492 瀬合 祥貴 ｾｺﾞｳ ﾖｼﾀｶ 東京都 1:16:58.16
125 4404 迈克尔· 迈克尔· ﾏﾃｨｯｸｽ ﾏｲｸ 東京都 1:16:58.92
126 4391 伊東 久徳 ｲﾄｳ ﾋｻﾉﾘ 東京都 1:16:59.10
127 3504 坂本 敬一郎 ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ ウィルソン＠うーさみん 愛知県 1:17:08.64
128 4403 齋藤 重将 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾏｻ ＢＬＵＥ ＳＫＹ 東京都 1:17:10.10
129 6021 石大 洋志 ｺｸｵｵ ﾋﾛｼ 岐阜県 1:17:12.09
130 4368 木口 慎太郎 ｷｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 岡山県 1:17:15.57
131 3469 横山 雄輔 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ エルタ 東京都 1:17:24.00
132 6175 赤澤 祥弘 ｱｶｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ ｌｏｖｅ ｒｉｖｅｒ 山梨県 1:17:27.26
133 3109 横山 純 ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝ ＮＯＫＹＳ 埼玉県 1:17:27.73
134 4557 柳 賢 ﾔﾅｷﾞ ｹﾝ オルテマジーノ 東京都 1:17:27.79
135 4105 石川 大輔 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 1:17:29.72
136 5143 塚田 聡 ﾂｶﾀﾞ ｻﾄｼ Ｈｉ－Ｂｉｋｅ 茨城県 1:17:38.15
137 4008 加藤 正暁 ｶﾄｳ ﾏｻｱｷ 神奈川県 1:17:40.82
138 3421 浜中 誠 ﾊﾏﾅｶ ﾏｺﾄ 駿河モンテロッソ 静岡県 1:17:42.94
139 5635 上野 真 ｳｴﾉ ｼﾝ ＶＩＶＡ雑兵 東京都 1:17:44.65
140 4480 上北 悟史 ｶﾐｷﾀ ｻﾄｼ 神奈川県 1:17:44.73
141 4053 水谷 智幸 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ 三重県 1:17:46.20
142 3276 加藤 慎太郎 ｶﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 1:17:46.39
143 7438 小林 洋之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:17:51.82
144 3649 田島 誠 ﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ ばかっぱ 東京都 1:17:53.96
145 4387 四十万 浩康 ｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾔｽ 千葉県 1:17:56.58
146 10038 小宮 貴裕 ｺﾐﾔ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 1:17:57.64
147 4482 井上 博士 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 東京都 1:18:06.71
148 4029 熊谷 孔治 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｼﾞ パラマウントベッド自転車部 東京都 1:18:07.06
149 5611 小林 寛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 東京都 1:18:13.58
150 9003 田中 覚久 ﾀﾅｶ ｱｷﾋｻ 埼玉県 1:18:13.77
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151 5362 浅野 圭 ｱｻﾉ ｹｲ サイクルウィッチーズ 東京都 1:18:14.62
152 4117 岡部 健太 ｵｶﾍﾞ ｹﾝﾀ ファーストバイクス 東京都 1:18:20.41
153 3275 吉田 徹 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ １００マイル／チームラルゴ 埼玉県 1:18:21.82
154 4235 五味 秀敏 ｺﾞﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ ダンシングアレー 神奈川県 1:18:29.75
155 4037 梶間 範幸 ｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ ミツバサイクリング部 群馬県 1:18:32.80
156 4468 麻生 大亮 ｱｿｳ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:18:42.97
157 3357 山川 佑介 ﾔﾏｶﾜ ﾕｳｽｹ 蕎麦宗 静岡県 1:18:47.79
158 6279 菊地 健史 ｷｸﾁ ﾀｹｼ 板サカ 東京都 1:18:50.00
159 6188 田中 悠一 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 三菱電機 東京都 1:18:55.21
160 4251 三國 智貴 ﾐｸﾆ ﾄﾓｷ ＡＥＲ 埼玉県 1:18:56.40
161 5140 林 大介 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ ＧＴＣ 岩手県 1:18:56.75
162 7535 清水 智彦 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾋｺ 千葉県 1:19:00.43
163 5081 秋本 啓輔 ｱｷﾓﾄ ｹｲｽｹ ＣＷＳ 東京都 1:19:04.98
164 6166 柴田 大地 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ スバル開成 神奈川県 1:19:17.73
165 6509 山上 祐樹 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｷ ＧＲＯＶＥ鎌倉／Ｍ’ｓｋ 神奈川県 1:19:26.58
166 12435 CHUNG SHAN KUO CHUNG SHAN KUO Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 1:19:27.13
167 4257 飯島 将来 ｲｲｼﾞﾏ ﾏｻｷ コギー青葉台 神奈川県 1:19:29.90
168 4181 西井 宏彰 ﾆｼｲ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 1:19:30.90
169 6153 林 史謙 ﾊﾔｼ ﾌﾐﾉﾘ 大阪府 1:19:32.31
170 8225 百北 修司 ﾓﾓｷﾀ ｼｭｳｼﾞ 三重県 1:19:33.25
171 4354 沼尾 章 ﾇﾏｵ ｱｷﾗ 東京都 1:19:42.15
172 3168 佐藤 孝 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 山梨県 1:19:45.71
173 6519 泰 謙二郎 ﾀｲ ｹﾝｼﾞﾛｳ 神奈川県 1:19:48.35
174 4015 戸部 秀介 ﾄﾍﾞ ｼｭｳｽｹ コグワープレーシング 神奈川県 1:19:52.90
175 4072 戸田 淳 ﾄﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ＢＳサイクリング部 神奈川県 1:19:52.92
176 10004 藤城 昭臣 ﾌｼﾞｼﾛ ｱｷｵﾐ キャノンデール横浜ベイサイド 神奈川県 1:19:53.33
177 5052 山口 真吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 前回：１０２分 東京都 1:20:03.33
178 5498 早田 和宣 ﾊﾔﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 山梨県 1:20:11.33
179 12529 森 小太郎 ﾓﾘ ｺﾀﾛｳ まもなくしぬ 埼玉県 1:20:18.93
180 3438 小田 晋平 ｵﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 一条宝塚 兵庫県 1:20:20.03
181 5412 玉川 春樹 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾊﾙｷ ＮＯＫＹＳ 埼玉県 1:20:22.95
182 6194 齋藤 玄 ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝ エンドウ商会 静岡県 1:20:29.88
183 3620 関水 史郎 ｾｷﾐｽﾞ ｼﾛｳ 埼玉県 1:20:30.01
184 4607 藤岡 絢也 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ 桜高自転車部 茨城県 1:20:34.68
185 4567 塚本 泰一 ﾂｶﾓﾄ ﾔｽｶｽﾞ オルテマジーノ 千葉県 1:20:38.37
186 4552 富永 大毅 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 建築系自転車部 東京都 1:20:40.28
187 6415 中谷 賢治 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:20:42.96
188 6196 小林 徹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ ＡＩＯＬＯＳ 愛知県 1:20:43.37
189 12518 小田 能史 ｵﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ パディ 茨城県 1:20:45.66
190 7042 高田 伸一 ﾀｶﾀ ｼﾝｲﾁ ライアスリープ 東京都 1:20:51.33
191 4196 東 瑞貴 ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞﾀｶ 神奈川県 1:20:51.79
192 3373 中村 道明 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｱｷ イナーメ信濃山形 広島県 1:20:52.79
193 4654 Ｍａｒｃｕｓ Ｏｏｒｄ ＡＳＳＯＳ 京都府 1:20:54.55
194 5474 玉井 紀道 ﾀﾏｲ ﾉﾘﾐﾁ 東京都 1:20:54.73
195 5438 佐野 豊諾 ｻﾉ ﾄﾖﾂｸﾞ ＦＣＲ 静岡県 1:20:59.19
196 8305 内藤 崇之 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ ＡＬＬＥＧＲＡ 神奈川県 1:21:02.28
197 5239 石川 正道 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾐﾁ じて吉 千葉県 1:21:02.54
198 8117 中澤 誠 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 蕎麦宗山梨 山梨県 1:21:06.81
199 10421 木村 匡雅 ｷﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 1:21:07.83
200 9478 広岡 大輔 ﾋﾛｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 1:21:16.52
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201 4423 宮崎 亮介 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ウィンカムレーシングチーム 神奈川県 1:21:18.54
202 15535 坪内 清高 ﾂﾎﾞｳﾁ ｷﾖﾀｶ 奈良県 1:21:25.62
203 4287 玉虫 清孝 ﾀﾏﾑｼ ｷﾖﾀｶ ＳＲＰ－Ｚ 東京都 1:21:25.71
204 4290 池上 拓馬 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｸﾏ ＢＬＡＮＫＡＳ 東京都 1:21:30.57
205 3012 泉 和貴 ｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾀｶ 東京都 1:21:34.42
206 5472 原田 智史 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄｼ 東京都 1:21:42.42
207 6064 有泉 大輔 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ ＹＯＵＣＡＮ山梨 山梨県 1:21:43.80
208 5196 比田井 洋介 ﾋﾀﾞｲ ﾖｳｽｹ 飯能連合 埼玉県 1:21:46.15
209 5043 後藤 充宏 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ シクロクラブ 東京都 1:21:49.43
210 3642 斉藤 崇典 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ ＢＬＡＺＥ 長野県 1:22:06.80
211 12432 WEN HUNG SU WEN HUNG SU Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 1:22:10.82
212 8209 高坂 聡 ｺｳｻｶ ｻﾄｼ ＫＩＰ 滋賀県 1:22:17.96
213 9416 小早川 克明 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｶﾂｱｷ だだだだん 東京都 1:22:18.96
214 7567 中村 典幸 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ 愛知県 1:22:29.08
215 4581 沖山 陽平 ｵｷﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 埼玉県 1:22:31.83
216 15158 田村 将輝 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾃﾙ 神奈川県 1:22:38.06
217 4389 佐伯 享昭 ｻｴｷ ﾀｶｱｷ 極酔会 静岡県 1:22:38.32
218 6269 土居 拓馬 ﾄﾞｲ ﾀｸﾏ 東京都 1:22:39.70
219 4145 加藤 徹夫 ｶﾄｳ ﾃﾂｵ シクロクラブ 埼玉県 1:22:41.54
220 4187 幾井 崇博 ｲｸｲ ﾀｶﾋﾛ 高知県 1:22:43.25
221 5170 福島 博之 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:22:49.46
222 13387 北原 悠輔 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｽｹ 千葉県 1:22:54.16
223 4357 平岩 直樹 ﾋﾗｲﾜ ﾅｵｷ ＣＵＢＥ 静岡県 1:22:57.64
224 5076 出牛 崇洋 ﾃﾞｳｼ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 1:22:58.47
225 6485 五十嵐 和也 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 1:23:01.74
226 3386 天野 慎 ｱﾏﾉ ﾏｺﾄ まこっちゃん 山梨県 1:23:05.66
227 11530 吉澤 克彦 ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 東京都 1:23:08.83
228 4299 葉山 悠輝 ﾊﾔﾏ ﾕｳｷ ロードバイク会 埼玉県 1:23:09.91
229 4522 松村 康信 ﾏﾂﾑﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 愛知県 1:23:19.66
230 4411 細川 勉 ﾎｿｶﾜ ﾂﾄﾑ 東京都 1:23:20.19
231 5141 江尻 将人 ｴｼﾞﾘ ﾏｻﾄ 東京都 1:23:24.23
232 11016 市川 清二 ｲﾁｶﾜ ｾｲｼﾞ 福井県 1:23:30.96
233 6083 海野 将仁 ｳﾐﾉ ﾏｻﾋﾄ 東京都 1:23:33.56
234 10458 内田 大介 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 気まぐれ猫の会 神奈川県 1:23:34.58
235 7161 田中 啓史 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ 埼玉県 1:23:50.33
236 3345 加藤 伊智郎 ｶﾄｳ ｲﾁﾛｳ 東京都 1:23:51.18
237 5526 えどさる あんどりゅー ｴﾄﾞｻﾙ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 東京クランクス 神奈川県 1:23:52.05
238 6480 小西 一星 ｺﾆｼ ｲｯｾｲ 東京都 1:23:55.21
239 6271 村松 秀昭 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 1:23:59.28
240 7402 加藤 和仁 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾄ 静岡県 1:24:01.94
241 5596 中井 幸司 ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ チームサカタニ 大阪府 1:24:03.16
242 8228 尾身 俊幸 ｵﾐ ﾄｼﾕｷ 新潟県 1:24:13.28
243 4630 長南 勉 ﾁｮｳﾅﾝ ﾂﾄﾑ ＶＩＶＡ雑兵 神奈川県 1:24:13.91
244 5546 佐藤 亮太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 1:24:19.27
245 5173 渡部 誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 埼玉県 1:24:20.51
246 5068 高橋 優 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ サミー株式会社 東京都 1:24:22.72
247 5363 吉元 英明 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ ＲＣＣ 東京都 1:24:25.05
248 10556 平本 偉之 ﾋﾗﾓﾄ ﾖﾘﾕｷ 神奈川県 1:24:25.26
249 9363 瀬川 勝成 ｾｶﾞﾜ ｶﾂﾅﾘ 神奈川県 1:24:25.48
250 9166 橋本 利正 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾏｻ 宮城県 1:24:25.55
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251 7209 餌取 秀一 ｴﾄﾘ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 1:24:25.74
252 12576 渋谷 洋輔 ｼﾌﾞﾔ ﾖｳｽｹ 山梨県 1:24:27.64
253 9356 大植 崇史 ｵｵｳｴ ﾀｶｼ 千葉県 1:24:29.48
254 8226 西村 英人 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 湘南ベロクラブ 神奈川県 1:24:30.66
255 6302 池田 真之 ｲｹﾀﾞ ｻﾈﾕｷ 東京都 1:24:34.22
256 11089 長崎 剛 ﾅｶﾞｻｷ ﾂﾖｼ 東京都 1:24:40.01
257 7504 福沢 昭二 ﾌｸｻﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ 自転車道 チームボス豊田支部 愛知県 1:24:41.35
258 5630 岡田 崇 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ ＴＣＯＣＣ 茨城県 1:24:43.19
259 7002 西尾 慎祐 ﾆｼｵ ｼﾝｽｹ 大阪府 1:24:50.89
260 4445 今福 正幸 ｲﾏﾌｸ ﾏｻﾕｷ 福島県 1:24:51.97
261 5315 近藤 亮介 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 1:24:55.51
262 8140 谷本 明敏 ﾀﾆﾓﾄ ｱｷﾄｼ ビッグベローズ 茨城県 1:24:55.75
263 8029 大家 弘士 ｵｵｲｴ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:24:56.91
264 8307 本間 拓未 ﾎﾝﾏ ﾀｸﾐ ＲＣＣ 神奈川県 1:24:57.19
265 11194 柏木 隆志 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｼ チーム相模湖 神奈川県 1:24:59.20
266 6209 奥田 尚哉 ｵｸﾀﾞ ﾅｵﾔ 神奈川県 1:25:00.86
267 5190 園田 剛史 ｿﾉﾀﾞ ﾀｹｼ 桜丘スプロケッツ 東京都 1:25:04.07
268 11278 山本 孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ ｃｏｌｌｉｎａＺ 千葉県 1:25:04.97
269 10099 小久保 幹雄 ｺｸﾎﾞ ﾐｷｵ 埼玉県 1:25:07.82
270 6598 千田 祐介 ﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ シクレッチャ！ 栃木県 1:25:08.14
271 12581 千田 和教 ﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ まもなくしぬ 埼玉県 1:25:08.97
272 9108 白井 太一 ｼﾗｲ ﾀｲﾁ 東京都 1:25:15.27
273 5249 外山 正和 ﾄﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 1:25:21.06
274 3188 斎藤 義幸 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:25:22.36
275 6289 佐野 晃一郎 ｻﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ ＲＰＢ 山梨県 1:25:22.39
276 3253 久保田 直幸 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵﾕｷ チーム４０９ 埼玉県 1:25:22.57
277 9151 石井 純一 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ エンドウ商会 神奈川県 1:25:24.15
278 11198 河合 隆行 ｶﾜｲ ﾀｶﾕｷ チーム相模湖 神奈川県 1:25:24.83
279 4192 井上 智宏 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ チーム・ウォークライド 神奈川県 1:25:32.95
280 11540 福田 良 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ ジョーカーズ 京都府 1:25:41.23
281 7111 東条 利洋 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾄｼﾋﾛ 山梨県 1:25:47.21
282 5312 森 一浩 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 1:26:05.16
283 6597 辻 正孝 ﾂｼﾞ ﾏｻﾀｶ チーム・フォアグラ 兵庫県 1:26:07.21
284 4240 西方 淳 ﾆｼｶﾀ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:26:17.73
285 9463 横尾 寛 ﾖｺｵ ﾋﾛｼ 東京都 1:26:20.10
286 9121 長畑 年光 ﾅｶﾞﾊﾀ ﾄｼﾐﾂ 静岡県 1:26:21.11
287 6582 奥野 賢一 ｵｸﾉ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:26:21.66
288 7013 大槻 敏文 ｵｵﾂｷ ﾄｼﾌﾐ 神奈川県 1:26:23.15
289 5088 齋藤 陽一 ｻｲﾄｳ ﾖｳｲﾁ ペネトレイト 東京都 1:26:23.22
290 7302 保坂 徹 ﾎｻｶ ﾄｵﾙ 東京都 1:26:25.20
291 5175 高根 鉄平 ﾀｶﾈ ﾃｯﾍﾟｲ チーム長谷川 東京都 1:26:25.23
292 7470 日高 智哉 ﾋﾀﾞｶ ﾄﾓﾔ 東京都 1:26:26.69
293 4157 桐本 俊光 ｷﾘﾓﾄ ﾄｼﾐﾂ まったり 和歌山県 1:26:27.69
294 10463 照井 峰和 ﾃﾙｲ ﾐﾈｶｽﾞ 神奈川県 1:26:32.67
295 4173 霜田 匡秀 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 東京都 1:26:33.20
296 3574 酒井 智明 ｻｶｲ ﾁｱｷ ケイエムサイクルアイベックス 神奈川県 1:26:33.38
297 6431 藤尾 大輔 ﾌｼﾞｵ ﾀﾞｲｽｹ Ｔｅａｍｓａｋａｔａｎｉ 東京都 1:26:34.17
298 4363 福島 洋二郎 ﾌｸｼﾏ ﾖｳｼﾞﾛｳ 神奈川県 1:26:36.96
299 11468 久納 康光 ｸﾉｳ ﾔｽﾐﾂ リボルバー 富山県 1:26:39.26
300 4099 都 祥生 ﾐﾔｺ ｻﾁｵ ＹＯＣＣ 千葉県 1:26:42.63
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301 14120 田中 政一 ﾀﾅｶ ﾏｻｶｽﾞ ジーンバイクス 兵庫県 1:26:46.75
302 6206 本多 英明 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ぷらーな 群馬県 1:26:57.34
303 11137 加藤 利明 ｶﾄｳ ﾄｼｱｷ 愛知県 1:27:02.68
304 5260 武本 将義 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾖｼ 瑞江整形外科 東京都 1:27:04.98
305 6130 森茂 洋 ﾓﾘｼｹﾞ ﾋﾛｼ ＧＲＯＶＥ港北 神奈川県 1:27:07.92
306 8497 萩谷 太郎 ﾊｷﾞﾔ ﾀﾛｳ 坂バカ．ＣＯＭ 東京都 1:27:08.95
307 5309 柳田 智彦 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾄﾓﾋｺ チームスカイ 東京都 1:27:13.62
308 8183 荒井 俊 ｱﾗｲ ｼｭﾝ オリイメック株式会社 神奈川県 1:27:17.78
309 5069 朝井 雅剛 ｱｻｲ ﾏｻﾖｼ ふぉあぐら 愛知県 1:27:19.75
310 6466 遠藤 泰弘 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ ＴＥＡＭ三度笠 東京都 1:27:35.91
311 11460 野村 健治 ﾉﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 群馬県 1:27:36.24
312 14132 山口 育美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸﾐ 静岡県 1:27:36.41
313 7157 井上 盛宏 ｲﾉｳｴ ﾓﾘﾋﾛ 東京都 1:27:37.33
314 10040 小松 正樹 ｺﾏﾂ ﾏｻｷ 茨城県 1:27:44.34
315 8086 大城 雄史 ｵｵｼﾛ ﾕｳｼﾞ チームオオシロ 京都府 1:27:44.88
316 10363 大塚 貴幸 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ Ｔｅａｍ Ｓａｋａｔａｎｉ 和歌山県 1:27:48.38
317 5400 岡山 信男 ｵｶﾔﾏ ﾉﾌﾞｵ 構造計画研究所 神奈川県 1:27:49.44
318 8062 折戸 光太郎 ｵﾘﾄ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:27:49.71
319 5044 新谷 ノリユキ ｼﾝﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ 東京都 1:27:50.88
320 5201 久後 雅也 ｸｺﾞ ﾏｻﾔ ＪＬＬ東海ちゃり部 愛知県 1:27:52.12
321 7239 岩井 一訓 ｲﾜｲ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 1:27:52.68
322 13294 内藤 成人 ﾅｲﾄｳ ﾅﾙﾋﾄ 山梨県 1:27:53.12
323 14158 新井 雅典 ｱﾗｲ ﾏｻﾉﾘ ＴＥＡＭ４０９ 埼玉県 1:27:58.53
324 5209 福島 久貴 ﾌｸｼﾏ ﾋｻﾀｶ ＬＯＶＥ ＬＩＶＥＲ 山梨県 1:27:59.42
325 6261 村山 淳 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾂｼ 神奈川県 1:28:01.92
326 4327 市川 聡 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ 埼玉県 1:28:02.71
327 6463 工藤 充 ｸﾄﾞｳ ﾐﾂﾙ たけのこ流し 神奈川県 1:28:06.77
328 8461 川端 一世 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲｯｾｲ 思い出ロードチーム 神奈川県 1:28:07.36
329 4178 渡辺 毅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 東京都 1:28:09.20
330 9581 木下 真一郎 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ メソー！ 東京都 1:28:11.05
331 12396 宮田 孝徳 ﾐﾔﾀ ﾀｶﾉﾘ 埼玉県 1:28:11.83
332 11516 佐藤 壮一 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ 神奈川県 1:28:13.74
333 6056 高梨 一 ﾀｶﾅｼ ﾊｼﾞﾒ ＧＲＯＶＥ宮前平 神奈川県 1:28:17.80
334 5361 臼井 辰徳 ｳｽｲ ﾀﾂﾉﾘ 栃木県 1:28:26.18
335 3578 大畑 六宏 ｵｵﾊﾀ ﾑﾂﾋﾛ ６ＨＥＲＯ 茨城県 1:28:26.20
336 8557 松崎 裕一 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ オタフク 三重県 1:28:26.31
337 9100 安井 豊 ﾔｽｲ ﾕﾀｶ 神奈川県 1:28:27.46
338 11210 福政 健 ﾌｸﾏｻ ﾀｹｼ サークルサイクル 千葉県 1:28:32.76
339 6580 萱村 竜馬 ｶﾔﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 東京都 1:28:34.18
340 6611 加納 慎一郎 ｶﾉｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ ＧＩＲＯ Ｂｏｏｔｈ 京都府 1:28:35.77
341 10599 幸治 一 ｺｳｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 千葉県 1:28:36.70
342 8559 鈴木 憂輝 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 静岡県 1:28:37.86
343 7445 豊留 武 ﾄﾖﾄﾒ ﾀｹｼ 東京都 1:28:38.12
344 8164 中村 光男 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ メソー！ 東京都 1:28:38.45
345 6401 佃 祐二 ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:28:39.11
346 13451 夘木 啓之 ｳｷ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 1:28:48.11
347 10028 高野 稔 ﾀｶﾉ ﾐﾉﾙ 東京都 1:28:49.39
348 5185 菅原 弘貴 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 東京都 1:28:49.79
349 10120 丸山 匠 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 東京都 1:28:52.20
350 9184 比嘉 義人 ﾋｶﾞ ﾖｼﾄ ネクストスケープ自転車部 東京都 1:28:52.84
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351 5396 山口 友弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1:28:57.71
352 8112 渡辺 賢治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ タクミセンイ 山梨県 1:28:59.19
353 5515 芦原 祥郎 ｱｼﾊﾗ ﾖｼｵ しぞーかチャリ倶楽部 静岡県 1:29:01.12
354 8076 牧 竜平 ﾏｷ ﾘｭｳﾍｲ 神奈川県 1:29:02.80
355 4218 小川 隆 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ 愛知県 1:29:03.45
356 6508 植木 浩平 ｳｴｷ ｺｳﾍｲ ＴＥＡＭ ＫＯＮ 東京都 1:29:11.38
357 5154 三浦 健 ﾐｳﾗ ｹﾝ ＯＴＣＣ 群馬県 1:29:20.12
358 11314 熊田 裕一郎 ｸﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ ＧＲＯＶＥ鎌倉 神奈川県 1:29:21.01
359 11584 鈴木 裕順 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾖﾘ 東京都 1:29:21.33
360 5271 森川 大樹 ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｼﾞｭ 東京都 1:29:22.57
361 8506 峯 司 ﾐﾈ ﾂｶｻ チーム・バーニア 東京都 1:29:23.23
362 7211 奧村 仁 ｵｸﾑﾗ ﾋﾄｼ ＲＣＣ 東京都 1:29:23.28
363 6078 鈴木 真一朗 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 1:29:27.44
364 8386 塩田 隆博 ｼｵﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:29:28.50
365 8467 坂本 隆 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ 栃木県 1:29:37.24
366 8269 望月 良啓 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 静岡県 1:29:37.75
367 13154 船越 孝太郎 ﾌﾅｺｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 1:29:39.48
368 6427 遊間 智 ﾕｳﾏ ｻﾄｼ 吉田電材工業自転車部 埼玉県 1:29:44.53
369 13025 坂 伸浩 ｻｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ 日亜ＯＲＣ 徳島県 1:29:45.20
370 4408 石田 耕一 ｲｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 大阪府 1:29:46.14
371 6305 市橋 純 ｲﾁﾊｼ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 1:29:48.59
372 9238 横溝 純弥 ﾖｺﾐｿﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 1:29:49.95
373 11121 宇野 雄一郎 ｳﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:29:58.39
374 7406 今井 剛 ｲﾏｲ ｺﾞｳ ＬＣＦＣ 神奈川県 1:30:00.83
375 9448 大久保 旭人 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾋﾄ チームニルス 茨城県 1:30:04.16
376 10533 佐藤 邦尚 ｻﾄｳ ｸﾆﾀｶ あすなろ会自転車部 東京都 1:30:04.32
377 5096 山浦 敦雄 ﾔﾏｳﾗ ｱﾂｵ 長野県 1:30:05.02
378 10558 岩澤 正将 ｲﾜｻﾜ ﾏｻﾕｷ 山梨県 1:30:07.46
379 8392 大塚 英雄 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 1:30:09.30
380 8198 石井 大輔 ｲｼｲ ﾀﾞｲｽｹ ＨＩＬＬＴＯＰ 東京都 1:30:09.92
381 4089 侭田 直之 ﾏﾏﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 東京都 1:30:14.15
382 6438 石山 大樹 ｲｼﾔﾏ ﾋﾛｷ ロコレーシング 滋賀県 1:30:16.23
383 9039 相崎 純 ｱｲｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 静岡県 1:30:21.74
384 7463 松岡 博貴 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛﾀｶ 新潟県 1:30:31.97
385 5224 中田 祐紀 ﾅｶﾀ ﾕｳｷ ラブリバー 山梨県 1:30:35.45
386 10411 田中 潤 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 1:30:37.06
387 9336 高坂 誠 ﾀｶｻｶ ﾏｺﾄ 静岡県 1:30:45.90
388 10017 小内 則男 ｵﾅｲ ﾉﾘｵ 埼玉県 1:30:55.60
389 13442 津村 謙治 ﾂﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:30:59.23
390 9022 柏倉 啓 ｶｼﾜｸﾗ ｹｲ 東京都 1:31:00.66
391 15556 東上床 智己 ﾋｶﾞｼｳﾜﾄｺ ﾄﾓﾐ 神奈川県 1:31:03.61
392 7436 藤田 雅敏 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 1:31:04.01
393 9349 勝田 将広 ｶﾂﾀ ﾏｻﾋﾛ ＭａｒｕＧｉ Ｃｌｕｂ 静岡県 1:31:05.11
394 7084 田坂 圭吾 ﾀｻｶ ｹｲｺﾞ 埼玉県 1:31:07.44
395 5341 萬國谷 忠 ﾏｸﾆﾔ ﾀﾀﾞｼ シャイニングアークス 神奈川県 1:31:07.70
396 7089 小山 知秀 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾃﾞ ＶＩＶＡ雑兵 神奈川県 1:31:13.70
397 6284 門司 孝廣 ﾓﾝｼﾞ ﾀｶﾋﾛ Ｍｏｕｔｏｎ７９ 東京都 1:31:13.76
398 9214 冨田 浩平 ﾄﾐﾀ ｺｳﾍｲ 東京都 1:31:14.08
399 9483 成瀬 敦則 ﾅﾙｾ ｱﾂﾉﾘ Ｄｅｓｃａｎｓａｒ 愛知県 1:31:19.99
400 9027 井上 壮太郎 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀﾛｳ 東京都 1:31:21.17
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401 6502 岩田 俊 ｲﾜﾀ ｼｭﾝ ピアチェーレヤマ 東京都 1:31:23.44
402 12098 中谷 恵一 ﾅｶﾀﾆ ｹｲｲﾁ 神奈川県 1:31:23.48
403 7145 越 勇人 ｺｼ ﾊﾔﾄ ひとりかな？ 東京都 1:31:24.94
404 12036 山崎 貴史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ ＮＣＦ 埼玉県 1:31:27.15
405 8278 三枝 大 ｻｲｸﾞｻ ﾏｻﾙ 東京都 1:31:28.13
406 7138 大鶴 俊司 ｵｵﾂﾙ ｼｭﾝｼﾞ アトリエフルーブ 神奈川県 1:31:30.14
407 7282 保坂 賢治 ﾎｻｶ ｹﾝｼﾞ １０２環状線でレースしたい 東京都 1:31:30.40
408 5126 流石 哲也 ｻｽｶﾞ ﾃﾂﾔ チーム・コバリン 山梨県 1:31:40.48
409 6540 瀬沼 耕一 ｾﾇﾏ ｺｳｲﾁ 埼玉県 1:31:43.46
410 8492 志手 大悟 ｼﾃ ﾀﾞｲｺﾞ 埼玉県 1:31:44.34
411 6053 岸下 顕師 ｷｼｼﾀ ｹﾝｼ 平和 東京都 1:31:44.75
412 7156 秋山 勲 ｱｷﾔﾏ ｲｻｵ 東京都 1:31:47.34
413 4457 石川 淳 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ Ｈ＆Ｍ Ｒａｃｉｎｇ 山梨県 1:31:48.57
414 5206 高橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ ＳＯＣＩＡＬ ＡＰＰＳ 東京都 1:31:55.67
415 5510 記虎 正幸 ｷﾄﾗ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 1:31:58.15
416 5358 野坂 和史 ﾉｻﾞｶ ｶｽﾞﾌﾐ 荒川警備隊 東京都 1:31:58.42
417 8185 臼井 智史 ｳｽｲ ｻﾄｼ 東京都 1:31:58.52
418 14537 佐藤 直樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ ＲＩＳＩＮＧＨＥＡＲＴＲ 愛知県 1:32:00.57
419 10171 星野 太治 ﾎｼﾉ ﾀｲｼﾞ 大阪府 1:32:02.10
420 7316 野田 真一 ﾉﾀﾞ ｼﾝｲﾁ チームマッド 長野県 1:32:12.45
421 11140 三浦 孝明 ﾐｳﾗ ﾀｶｱｷ 東京都 1:32:13.25
422 9332 鳥海 洋平 ﾄﾘｳﾐ ﾖｳﾍｲ 内房レーシングクラブ 千葉県 1:32:16.85
423 11096 矢島 哲平 ﾔｼﾞﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 長野県 1:32:17.47
424 8065 本橋 育郎 ﾓﾄﾊｼ ｲｸﾛｳ 東京都 1:32:17.61
425 12407 大野 拓平 ｵｵﾉ ﾀｸﾍｲ 東京都 1:32:20.84
426 8345 小林 耕平 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ ペダリスト 神奈川県 1:32:23.78
427 9563 丁野 克己 ﾁｮｳﾉ ｶﾂﾐ 愛知県 1:32:30.86
428 14164 坂本 博史 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 埼玉県 1:32:37.71
429 7524 熊坂 稔 ｸﾏｻｶ ﾐﾉﾙ 神奈川県 1:32:38.15
430 12397 土屋 建一郎 ﾂﾁﾔ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 1:32:40.40
431 11026 カルナン レオ ｶﾙﾅﾝ ﾚｵ 東京都 1:32:55.03
432 9428 小菅 亘 ｺｽｹﾞ ﾜﾀﾙ 茨城県 1:32:57.86
433 5505 樽田 章 ﾀﾙﾀ ｱｷﾗ 大阪府 1:33:00.29
434 10096 渡辺 裕司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ サイクルセンター吉岡 東京都 1:33:09.96
435 13309 藤村 紘一 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳｲﾁ アイヘイトキャンサー 東京都 1:33:17.23
436 9280 中島」 弘雅 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾀﾀﾞ 東京都 1:33:21.36
437 5583 池田 太郎 ｲｹﾀﾞ ﾀﾛｳ ＨＹＢＲＩＤーＩＩＩ 神奈川県 1:33:25.30
438 4345 大塚 和明 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｱｷ ＨｉｐｓＴＴ 東京都 1:33:26.97
439 10265 板倉 悠祐 ｲﾀｸﾗ ﾕｳｽｹ 神奈川県 1:33:27.72
440 12176 黒住 泰洋 ｸﾛｽﾐ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 1:33:27.94
441 11218 杉岡 一宏 ｽｷﾞｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 福島県 1:33:32.52
442 10157 吉川 慎示 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ 栃木県 1:33:33.83
443 8553 松本 和成 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｼｹﾞ 静岡県 1:33:35.72
444 3180 佐藤 厚介 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 愛知県 1:33:37.92
445 6348 安藤 順一 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 1:33:38.76
446 5047 永井 重之 ﾅｶﾞｲ ｼｹﾞﾕｷ リベルタスクラブ 栃木県 1:33:39.65
447 6475 松山 弘世 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛﾖ 東京都 1:33:40.15
448 12417 CHENG YUAN LAI CHENG YUAN LAI Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 1:33:46.12
449 7085 茂原 裕也 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ Ｆ２ＣＣ 神奈川県 1:33:46.73
450 11188 前田 直仁 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾋﾄ 東京都 1:33:51.41
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451 5566 岡田 大介 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:33:55.55
452 10289 梅沢 晃 ｳﾒｻﾞﾜ ｱｷﾗ 群馬県 1:33:59.07
453 8584 増田 直樹 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵｷ ＧＩＲＯ Ｂｏｏｔｈ 京都府 1:33:59.58
454 8427 山崎 泰史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｼ 粟レンジャー 静岡県 1:34:08.47
455 12537 寺尾 秀行 ﾃﾗｵ ﾋﾃﾞﾕｷ 湘南ベロクラブ 神奈川県 1:34:12.99
456 14174 若林 勇斗 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 神奈川県 1:34:21.26
457 4300 関野 昌徳 ｾｷﾉ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 1:34:24.50
458 6122 高野 公夫 ﾀｶﾉ ｷﾐｵ ＳｐｒｉｎｇＷｉｎｄ２３０ 山梨県 1:34:26.92
459 6561 中島 正登 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 山梨県 1:34:31.51
460 6441 指岡 明生 ｻｼｵｶ ｱｷｵ 神奈川県 1:34:31.52
461 4062 今井 明 ｲﾏｲ ｱｷﾗ ＣＨＡＲＩＰＳ 神奈川県 1:34:33.77
462 13320 及川 眞一郎 ｵｲｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福島県 1:34:35.26
463 11572 佐藤 旅宇 ｻﾄｳ ﾘｮｳ ベロリアンズ 神奈川県 1:34:36.85
464 12426 HSING CHIH HUNG HSING CHIH HUNG Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 1:34:37.77
465 5512 小堀 明英 ｺﾎﾘ ｱｷﾋﾃﾞ 東京都 1:34:39.87
466 14146 坂本 信聡 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄ 愛知県 1:34:40.19
467 5109 薄井 健吾 ｳｽｲ ｹﾝｺﾞ ＬＯＶＥ・ＷＩＮＧ 東京都 1:34:40.36
468 10335 佐々木 陽平 ｻｻｷ ﾖｳﾍｲ かめさんち～む 山形県 1:34:41.13
469 12070 高澤 淳 ﾀｶｻﾜ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 1:34:51.82
470 10299 倉方 隆充 ｸﾗｶﾀ ﾀｶﾐﾂ 静岡県 1:34:53.06
471 9385 吉川 直樹 ﾖｼｶﾜ ﾅｵｷ 千葉県 1:34:54.61
472 10346 北内 直人 ｷﾀｳﾁ ﾅｵﾄ 大阪府 1:35:07.97
473 8181 吉村 健央 ﾖｼﾑﾗ ﾀｹｵ 中島サイクル 神奈川県 1:35:14.32
474 13202 中村 好孝 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 千葉県 1:35:16.96
475 14479 矢野 修 ﾔﾉ ｵｻﾑ 愛知県 1:35:25.74
476 6467 中川原 政人 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾄ たけのこ流し 東京都 1:35:31.49
477 10285 藤井 隆士 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 滋賀県 1:35:33.03
478 7547 原田 俊尚 ﾊﾗﾀﾞ ﾄｼﾋｻ Ｌｉｏｎ 神奈川県 1:35:33.63
479 4412 林 司 ﾊﾔｼ ﾂｶｻ ダンシングアレー 神奈川県 1:35:36.64
480 10437 岡崎 大典 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ Ｑｒａｎｋ Ｃｙｃｌｉｎｇ 神奈川県 1:35:37.61
481 9501 石井 浩二 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ 秀光サイクリングチーム 東京都 1:35:38.30
482 15100 大洞 憲行 ｵｵﾎﾗ ｹﾝｺｳ 東京都 1:35:38.40
483 7510 江崎 匠 ｴｻｷ ﾀｸﾐ 静岡県 1:35:52.56
484 11576 三田 之紀 ﾐﾀ ﾕｷﾉﾘ 静岡県 1:35:54.09
485 6281 尾藤 貴之 ﾋﾞﾄｳ ﾀｶﾕｷ ＴＺＥ 神奈川県 1:35:55.14
486 14391 松本 裕司 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 大阪府 1:36:00.71
487 10476 野田 正道 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ オリジン 東京都 1:36:03.49
488 6248 秋丸 顕一 ｱｷﾏﾙ ｹﾝｲﾁ 大阪府 1:36:05.05
489 5427 舩木 幸政 ﾌﾅｷ ﾕｷﾏｻ 東京都 1:36:07.71
489 8561 池田 大樹 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ＯＧＧＩ 神奈川県 1:36:07.71
491 7420 竹村 道 ﾀｹﾑﾙ ﾄｵﾙ 神奈川県 1:36:08.10
492 7381 中沢 弘志 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｼ チームハルヒル 群馬県 1:36:16.75
493 11098 大槌 俊之 ｵｵﾂﾞﾁ ﾄｼﾕｷ ハッチ 神奈川県 1:36:20.33
494 9449 山崎 晃 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾗ ＧＲＯＶＥ港北 神奈川県 1:36:20.48
495 13407 加藤 章生 ｶﾄｳ ｱｷｵ 埼玉県 1:36:30.85
496 4146 長岡 高志 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶｼ シクロクラブ 埼玉県 1:36:31.51
497 9273 伊藤 聡 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 静岡県 1:36:31.55
498 10061 小山 浩 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 1:36:32.39
499 5597 新井 良平 ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ 東京カフェポタ倶楽部 東京都 1:36:33.26
500 4506 甲斐 尊明 ｶｲ ﾀｶｱｷ 東京都 1:36:35.75



2016/06/12 13:29:41 11 / 21 ページ Official Timer & Result By RECS

501 9537 小山 安大 ｺﾔﾏ ﾔｽﾄﾓ 東京都 1:36:38.03
502 12292 小南 憲一 ｺﾐﾅﾐ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 1:36:43.19
503 10074 松本 晃宗 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾑﾈ 静岡県 1:37:02.95
504 9075 三井 薫 ﾐﾂｲ ｶｵﾙ ｅｓｒＭａｇｎｅｓｉａ 東京都 1:37:07.77
505 7474 中山 貴文 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 大阪府 1:37:12.90
506 4565 宮城 玲央奈 ﾐﾔｷﾞ ﾚｵﾅ ビーチ 東京都 1:37:16.29
507 7605 菊地 秀人 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾄ シクロクラブ 東京都 1:37:17.54
508 11009 新井 陽介 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ ヤフー・ジャパン 東京都 1:37:30.03
509 7092 勝畑 知之 ｶﾂﾊﾀ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 1:37:31.50
510 9048 福田 健 ﾌｸﾀﾞ ﾀｹｼ 東京都 1:37:32.65
511 13310 伊藤 和則 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 思い出ロードチーム 茨城県 1:37:33.75
512 12073 武之内 徹 ﾀｹﾉｳﾁ ﾄｵﾙ 神奈川県 1:37:34.57
513 12539 久下谷 任祥 ｸｶﾞﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 1:37:39.06
514 14038 大野 直樹 ｵｵﾉ ﾅｵｷ 兵庫県 1:37:40.94
515 10003 桑原 祥 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｮｳ 神奈川県 1:37:44.85
516 12199 田川 裕一 ﾀｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 東京都 1:37:49.26
517 9311 小澤 昌博 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 輪人 神奈川県 1:37:55.80
518 4639 丹羽 慎平 ﾆﾜ ｼﾝﾍﾟｲ ＥＣＬ 東京都 1:37:58.83
519 5222 椙田 浩之 ｽｷﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:38:02.09
520 8130 瀬谷 卓也 ｾﾔ ﾀｸﾔ 茨城県 1:38:02.31
521 10321 Ｂｒｉｅｒｅ Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ ﾌﾞﾘｴｰﾙ ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ＲＣＣ 東京都 1:38:02.37
522 14511 佐藤 章紘 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ スルガ銀行 神奈川県 1:38:03.75
523 10016 大内 崇 ｵｵｳﾁ ﾀｶｼ 東京都 1:38:05.10
524 10415 大島 昇 ｵｵｼﾏ ﾉﾎﾞﾙ ＮＤＫサイクル部 埼玉県 1:38:05.27
525 5499 野仲 俊介 ﾉﾅｶ ｼｭﾝｽｹ ロードバイク会 広島県 1:38:11.57
526 7232 深澤 将 ﾌｶｻﾜ ﾏｻﾙ ＭＡＤ中毒 山梨県 1:38:18.46
527 8435 鈴木 豪 ｽｽﾞｷ ｺﾞｳ 東京都 1:38:23.28
528 8484 菊地 良太 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ 埼玉県 1:38:27.70
529 6493 津野 哲平 ﾂﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 1:38:32.28
530 9078 坂本 昌彦 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋｺ チームオレンジ 神奈川県 1:38:33.41
531 5083 定脇 一馬 ｻﾀﾞﾜｷ ｶｽﾞﾏ 静岡県 1:38:40.67
532 9149 工藤 律 ｸﾄﾞｳ ﾘﾂ 東京都 1:38:43.25
533 8184 高田 邦生 ﾀｶﾀ ｸﾆｵ 兵庫県 1:38:51.90
534 5134 小川 俊介 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ シクロクラブ 神奈川県 1:38:58.93
535 7070 ふじもり まさと ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾄ ＰＥＮＥＴＲＡＴＥ 東京都 1:39:01.57
536 5294 杉浦 利明 ｽｷﾞｳﾗ ﾄｼｱｷ 東京都 1:39:02.79
537 11284 助川 智之 ｽｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ ＵＳＣＣ 千葉県 1:39:03.05
538 8321 湯元 泰章 ﾕﾓﾄ ﾔｽｱｷ チームポテト 東京都 1:39:03.60
539 6071 米倉 達也 ﾖﾈｸﾗ ﾀﾂﾔ Ｔｅａｍ ＫＯＮ 埼玉県 1:39:10.96
540 9064 楠本 匠 ｸｽﾓﾄ ﾀｸﾐ Ｋ３Ｃ自転車競技部 東京都 1:39:13.80
541 10452 風間 憲一 ｶｻﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:39:17.17
542 13543 馬渕 浩介 ﾏﾌﾞﾁ ｺｳｽｹ チーム宮田 東京都 1:39:18.41
543 6543 稲吉 豊 ｲﾅﾖｼ ﾕﾀｶ 埼玉県 1:39:18.76
544 13342 對間 一人 ﾀｲﾏ ｶｽﾞﾄ ケイスリーシー 東京都 1:39:30.18
545 3553 芥川 洋輔 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 神奈川県 1:39:32.70
546 14108 中山 尊 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 愛知県 1:39:43.69
547 4382 坂井 誠 ｻｶｲ ﾏｺﾄ ＲＩＳＩＮＧ 埼玉県 1:39:45.20
548 10249 井田 善之 ｲﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:39:49.25
549 7184 田中 靖人 ﾀﾅｶ ﾔｽﾄ 静岡県 1:39:50.80
549 10043 古屋 賢治 ﾌﾙﾔ ｹﾝｼﾞ 山梨県 1:39:50.80
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551 12174 市村 健多 ｲﾁﾑﾗ ｹﾝﾀ 東京都 1:39:53.89
552 6254 安本 健二 ﾔｽﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ミツバサイクリング部 群馬県 1:39:54.24
553 9476 岡部 正宏 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 甲府将棋部 東京都 1:39:58.40
554 10086 金子 桂典 ｶﾈｺ ｶﾂﾉﾘ 愛知県 1:39:59.21
555 13500 湯本 拓 ﾕﾓﾄ ﾀｸ 埼玉県 1:40:01.03
556 10455 竹下 祐史 ﾀｹｼﾀ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:40:06.34
557 9019 小坂田 陽介 ｵｻｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 東宝自転車部 東京都 1:40:13.15
558 13316 佐藤 章 ｻﾄｳ ｱｷﾗ ＰＳ 静岡県 1:40:19.81
559 7494 栗林 誠 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ たけのこ流し 神奈川県 1:40:27.09
560 6366 鈴木 貴之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 愛知県 1:40:28.32
561 10519 松崎 章 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｷﾗ 東京都 1:40:30.84
562 11407 黒田 泰司 ｸﾛﾀﾞ ﾔｽｼﾞ 千葉県 1:40:33.15
563 14445 木村 裕充 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐﾂ シクロクラブ 群馬県 1:40:33.63
564 5359 熊谷 能典 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 1:40:39.40
565 7392 宮田 洋平 ﾐﾔﾀ ﾖｳﾍｲ チームしんせき 群馬県 1:40:44.16
566 10518 川守 良和 ｶﾜﾓﾘ ﾖｼｶｽﾞ 静岡県 1:40:44.92
567 4360 小野寺 圭 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ ＴＥＡＭ ＫＬＡＳＳ 神奈川県 1:40:46.93
568 10532 玉田 周 ﾀﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾙ 埼玉県 1:40:50.84
569 10528 福田 弦志 ﾌｸﾀﾞ ｹﾞﾝｼ 千葉県 1:40:55.84
570 9073 木村 友希 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 千葉県 1:41:08.62
571 9276 青木 強 ｱｵｷ ﾂﾖｼ チームつよぽん 愛知県 1:41:11.04
572 10416 下地 健雄 ｼﾓｼﾞ ﾀｹｵ 愛知県 1:41:14.42
573 12025 佐藤 猛 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 神奈川県 1:41:21.39
574 13069 坪倉 良平 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾘｮｳﾍｲ 夜勤らいだーず 愛知県 1:41:21.89
575 9387 高木 一成 ﾀｶｷﾞ ｲｯｾｲ マイクロソフト 東京都 1:41:26.73
576 12307 石渡 一行 ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾕｷ ＣＯＮＴＩＮＵＥ 神奈川県 1:41:36.16
577 8017 高原 健 ﾀｶﾊﾗ ｹﾝ イトダ塾 静岡県 1:41:37.94
578 15288 西脇 賢太郎 ﾆｼﾜｷ ｹﾝﾀﾛｳ ほいやーず 東京都 1:41:41.53
579 12275 新倉 智也 ﾆｲｸﾗ ﾄﾓﾔ クラウンロード 神奈川県 1:41:50.08
580 5559 櫻葉 雅裕 ｻｸﾗﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ チャリオツッ 茨城県 1:41:54.09
581 6374 渡邉 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 静岡県 1:42:00.77
582 7481 緑川 拓男 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｸｵ モンテラック 東京都 1:42:03.85
583 12026 冨田 圭介 ﾄﾐﾀ ｹｲｽｹ 東京都 1:42:11.87
584 12045 山崎 康弘 ﾔﾏｻｷ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県 1:42:17.51
585 5508 金尾 圭悟 ｶﾅｵ ｹｲｺﾞ ちーむ０８すぺしゃる 神奈川県 1:42:23.29
586 10009 川口 亮 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳ 埼玉県 1:42:27.56
587 13208 秋山 浩二 ｱｷﾔﾏ ｺｳｼﾞ 山梨県 1:42:27.69
588 7057 新井 佳典 ｱﾗｲ ﾖｼﾉﾘ ＴＥＡＭ４０９ 埼玉県 1:42:30.34
589 11492 高塚 英樹 ﾀｶﾂｶ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:42:36.62
590 6013 菅 誠志 ｽｶﾞ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 1:42:37.29
591 8391 平山 豪 ﾋﾗﾔﾏ ｽｸﾞﾙ 東京都 1:42:44.96
592 11594 下仮屋 貴志 ｼﾓｶﾘﾔ ﾀｶｼ 神奈川県 1:42:47.41
593 10526 関根 一生 ｾｷﾈ ｲｯｾｲ 千葉県 1:42:53.70
594 10248 伊藤 恭之 ｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 1:42:54.07
595 13023 小澤 寛徳 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 人力二輪道 神奈川県 1:42:54.93
596 10580 山本 貴志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 大宮グリーンサイクルクラブ 埼玉県 1:43:05.30
597 11078 岸 祥紀 ｷｼ ﾖｼｷ チーム畦道 神奈川県 1:43:05.48
598 13432 古見 晃伸 ﾌﾙﾐ ﾃﾙﾉﾌﾞ 千葉県 1:43:07.31
599 10354 荒川 博礼 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 栃木県 1:43:10.02
600 10527 原 祐次 ﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 山梨県 1:43:15.81
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601 10121 落合 誠 ｵﾁｱｲ ﾏｺﾄ ＴＨＥＮＩＧＨＴ 神奈川県 1:43:16.10
602 7572 多知 哲也 ﾀﾁ ﾃﾂﾔ チームもちの 静岡県 1:43:20.46
603 14162 ＢＡＴＴＥＮＦＥＬＤＥＲ ＢＲＹＡＮ ﾊﾞﾃﾝﾌｪﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 東京都 1:43:23.59
604 11556 小菅 新司 ｺｽｹﾞ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 1:43:25.35
605 7542 奥平 宏之 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 1:43:26.88
606 10591 大澤 良輔 ｵｵｻﾜ ﾘｮｳｽｹ スパート 静岡県 1:43:28.87
607 10480 豊永 健太 ﾄﾖﾅｶﾞ ｹﾝﾀ ＴＣＣ 東京都 1:43:31.76
608 6365 滑川 健一 ﾅﾒｶﾜ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 1:43:40.66
609 8558 山田 大輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:43:41.95
610 8047 高野 旨央 ｺｳﾉ ﾑﾈﾋｻ 別所沼Ｒ 埼玉県 1:43:50.61
611 11036 岡安 純 ｵｶﾔｽ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 1:43:57.65
612 12493 藤田 有佑 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ ＴＥＡＭ２３０ 神奈川県 1:44:00.39
613 15235 新見 功 ﾆｲﾐ ｲｻｵ チームウェイブ 鳥取県 1:44:00.66
614 4453 前川 智 ﾏｴｶﾜ ｻﾄｼ イノベーター 愛知県 1:44:02.00
615 9477 古山 陽一 ﾌﾙﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 1:44:04.18
616 8240 渡邉 雅弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 1:44:14.21
617 8579 工藤 タカユキ ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 1:44:29.90
618 11048 木下 幸一 ｷﾉｼﾀ ｺｳｲﾁ 埼玉県 1:44:30.55
619 5334 青木 廉 ｱｵｷ ﾚﾝ 東京都 1:44:31.72
620 5650 佐竹 実 ｻﾀｹ ﾐﾉﾙ 神奈川県 1:44:37.44
621 13096 田中 僚太郎 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ ＣＶＳＴＯＳ 愛知県 1:44:47.76
622 12568 高木 宏 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ 鳥自転車部 愛知県 1:44:48.53
623 14091 木内 秀和 ｷｳﾁ ﾋﾃﾞｶｽﾞ パラダイストレイン 山梨県 1:44:48.61
624 15586 西尾 武正 ﾆｼｵ ﾀｹﾏｻ 愛知県 1:44:53.82
625 11122 鈴木 基泰 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾔｽ 気まぐれ猫の会 埼玉県 1:44:54.82
626 11532 前田 秀人 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 千葉県 1:44:57.48
627 12006 吉川 健一 ﾖｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ Ｔｅａｍ Ｈａ－Ｈａ－ 神奈川県 1:45:02.46
628 5282 難波 弘住 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛｽﾞﾐ ＴＳＳＲ 東京都 1:45:05.07
629 5457 岩田 真明 ｲﾜﾀ ﾏｻｱｷ 愛知県 1:45:05.52
630 11229 伊藤 智史 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 東京都 1:45:15.36
631 8087 渡辺 祐道 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐﾁ 千葉県 1:45:18.66
632 8166 竹内 賢一 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｲﾁ メソー！ 東京都 1:45:21.09
633 10536 本橋 清和 ﾓﾄﾊｼ ｷﾖｶｽﾞ アトリエフルーブ 神奈川県 1:45:22.83
634 5300 山室 敦史 ﾔﾏﾑﾛ ｱﾂｼ 栃木県 1:45:28.01
635 7039 秦 健司 ﾊﾀ ｹﾝｼﾞ 京都府 1:45:34.34
636 8517 四元 秀一 ﾖﾂﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ チームバーニア 東京都 1:45:34.97
637 5391 涌井 孝樹 ﾜｸｲ ﾀｶｷ ◎◎◎チームまさき 長野県 1:45:38.96
638 11338 鈴木 浩司 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 愛媛県 1:45:39.32
639 14553 四戸 和行 ｼﾉﾍ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 1:45:40.50
640 5203 関口 孝公 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ チーム０８すぺしゃる 神奈川県 1:45:43.49
641 14284 花村 拓 ﾊﾅﾑﾗ ﾀｸ ウエイブニャンＣＣ 東京都 1:45:44.50
642 9174 高橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ ＪＡあつぎ 神奈川県 1:45:55.23
643 15370 安里 優希 ｱｻﾄ ﾕｳｷ 神奈川県 1:46:03.75
644 15323 栗原 亮一 ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳｲﾁ 矢野マンズ 茨城県 1:46:13.32
645 3445 関 大地 ｾｷ ﾀｲﾁ 神奈川県 1:46:14.59
646 14262 竹尾 賢二 ﾀｹｵ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:46:16.12
647 9266 岩崎 康樹 ｲﾜｻｷ ｺｳｷ サノクライム 神奈川県 1:46:17.83
648 7501 浮田 康央 ｳｷﾀ ﾔｽｵ 東京都 1:46:20.47
649 9510 岩切 健吾 ｲﾜｷﾘ ｹﾝｺﾞ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 1:46:24.62
650 11551 池田 源 ｲｹﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ ＳＫＣ―Ｃ 埼玉県 1:46:25.76



2016/06/12 13:29:41 14 / 21 ページ Official Timer & Result By RECS

651 11342 小原 健治 ｵﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:46:38.06
652 5420 中村 公紀 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐﾉﾘ 東京都 1:46:49.33
653 10030 藤田 健介 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｽｹ 神奈川県 1:46:50.57
654 11370 柳田 卓郎 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀｸﾛｳ ＪＫＣ１２００ 大阪府 1:46:53.00
655 6506 森本 光則 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ ＪＫＣ１２００ 大阪府 1:46:53.51
656 11394 海野 大輔 ｳﾝﾉ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 1:46:57.55
657 10433 井上 聡 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ Ｕｎｄｅｒ１１ 神奈川県 1:46:59.90
658 12200 朝香 維真 ｱｻｶ ﾕｲﾏ 埼玉県 1:47:00.46
659 11315 岩崎 恵介 ｲﾜｻｷ ｹｲｽｹ 東宝自転車部 東京都 1:47:09.87
660 8131 畑中 周一 ﾊﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 1:47:13.05
661 5225 諏訪辺 幹 ｽﾜﾍﾞ ﾐｷ 山梨県 1:47:22.05
662 11441 田端 清司 ﾀﾊﾞﾀ ｷﾖｼ 三重県 1:47:22.84
663 13528 濱口 慶正 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾏｻ 神奈川県 1:47:31.01
664 7037 佐々木 達哉 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 神奈川県 1:47:37.08
665 7601 椎橋 洋友 ｼｲﾊﾞｼ ﾋﾛﾄﾓ サドル部 愛知県 1:47:44.71
666 9240 遠藤 伸通 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾐﾁ 静岡県 1:47:48.19
667 8019 山脇 久嗣 ﾔﾏﾜｷ ﾋｻﾂｸﾞ ＤＥＳＣＡＮＳＡＲ 愛知県 1:47:53.02
668 8233 白井 伯明 ｼﾗｲ ﾉﾘｱｷ チームもちの 静岡県 1:47:53.32
669 5296 足立 裕介 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ 岐阜県 1:48:02.55
670 7022 浅沼 聖児 ｱｻﾇﾏ ｾｲｼﾞ 東京都 1:48:02.95
671 9436 白井 孝幸 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ チームザンヌ 埼玉県 1:48:03.63
672 9437 山内 和幸 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾕｷ Ｄｅｓｃａｎｓａｒ 愛知県 1:48:08.25
673 10435 永田 隆二 ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ 滋賀県 1:48:17.57
674 11190 菊池 広祐 ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 千葉県 1:48:33.78
675 11544 宍戸 高広 ｼｼﾄﾞ ﾀｶｼﾛ 神奈川県 1:48:36.92
676 5468 安藤 琢矢 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 東京都 1:48:37.25
677 5404 侭田 光広 ﾏﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 1:48:40.65
678 8396 日沖 隆伸 ﾋｵｷ ﾀｶﾉﾌﾞ コギー青葉台 神奈川県 1:48:49.77
679 9405 葉 子翔 ﾊ ｼｼｮｳ 山梨県 1:48:52.22
680 15512 川辺 亮 ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳ 神奈川県 1:48:53.91
681 9233 大石 嘉久 ｵｵｲｼ ﾖｼﾋｻ ＲＡＦＦ 静岡県 1:49:11.43
682 12443 JenHung Sun JenHung Sun 1:49:13.15
683 5544 大槻 晃義 ｵｵﾂｷ ｱｷﾖｼ サドル部 愛知県 1:49:13.81
684 14166 明永 光秀 ｱｹﾅｶﾞ ﾐﾂﾋﾃﾞ ろんぐらいだぁす！ 千葉県 1:49:16.12
685 15374 中村 勝洋 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ ＴＭＰ 三重県 1:49:18.51
686 9033 寺田 真一 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁ ＳＥＯ８２１４ 千葉県 1:49:21.87
687 4286 下間 敬之 ｼﾓﾏ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:49:22.35
688 10374 今津 広太 ｲﾏﾂﾞ ｺｳﾀ 愛知県 1:49:24.32
689 10361 矢作 健太郎 ﾔﾊｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:49:24.36
690 11564 小菅 寛 ｺｽｹﾞ ﾋﾛｼ スクエア 東京都 1:49:32.70
691 14219 梶原 有貴 ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 埼玉県 1:49:33.85
692 7207 中原 太樹 ﾅｶﾊﾗ ﾀｲｷ 静岡県 1:49:34.94
693 9082 小板橋 渉 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾜﾀﾙ 埼玉県 1:49:35.44
694 6449 嶋木 貴章 ｼﾏｷ ﾀｶｱｷ Ｐｅｄａｌｉｓｔ 神奈川県 1:49:44.93
695 8201 宮脇 大輔 ﾐﾔﾜｷ ﾀﾞｲｽｹ チームカプリコーン 東京都 1:49:47.64
696 11183 嶋田 篤太郎 ｼﾏﾀﾞ ﾄｸﾀﾛｳ 東京都 1:49:59.88
697 15212 越前谷 剛 ｴﾁｾﾞﾝﾔ ﾀｹｼ 東京都 1:50:01.71
698 14134 橋本 孝 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ 神奈川県 1:50:14.90
699 11385 雨宮 拓馬 ｱﾒﾐﾔ ﾀｸﾏ 静岡県 1:50:23.47
700 10470 冨井 泰介 ﾄﾐｲ ﾀｲｽｹ 神奈川県 1:50:36.78
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701 8373 高橋 正明 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 茨城県 1:50:57.36
702 10169 奥 直人 ｵｸ ﾅｵﾋﾄ チームクチン 大阪府 1:51:05.22
703 12507 野口 俊 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾙ まもなくしぬ 埼玉県 1:51:05.85
704 5272 三田村 修一郎 ﾐﾀﾑﾗ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 東京都 1:51:09.51
705 8270 田口 雅和 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ グランディヴェル 埼玉県 1:51:10.49
706 14564 興津 善郎 ｵｷﾂ ﾖｼﾛｳ 神奈川県 1:51:12.06
707 9551 利根川 武信 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀｹﾉﾌﾞ 東京都 1:51:20.75
708 11239 千田 竜二 ﾁﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 長野県 1:51:29.32
709 9353 谷川 伸一 ﾀﾆｶﾜ ｼﾝｲﾁ ＭａｒｕＧｉ Ｃｌｕｂ 静岡県 1:51:29.85
710 12508 請舛 金吾 ｳｹﾏｽ ｷﾝｺﾞ 東京都 1:51:31.63
711 8549 藤田 晋 ﾌｼﾞﾀ ｽｽﾑ サケヴィ 東京都 1:51:42.87
712 8389 浦上 悟 ｳﾗｶﾐ ｻﾄﾙ 東京都 1:51:45.17
713 14501 横田 健介 ﾖｺﾀ ｹﾝｽｹ 神奈川県 1:51:46.69
714 10466 太田 寿昭 ｵｵﾀ ﾄｼｱｷ チーム龍宮 愛知県 1:51:49.28
715 11154 平川 昇 ﾋﾗｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ 東京都 1:51:55.05
716 13241 前島 智也 ﾏｴｼﾏ ﾄﾓﾔ ＬＡＣＴＩＣＡＣＩＤ 静岡県 1:51:55.23
717 10575 小川 徳之 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 静岡県 1:51:56.12
718 15371 澤 智裕 ｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府 1:51:57.74
719 13404 吉川 文敏 ﾖｼｶﾜ ﾌﾐﾄｼ 静岡県 1:51:59.43
720 14222 圓城寺 俊明 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾄｼｱｷ Ｅｑｕｉｐｅ ＡＮＡ 千葉県 1:52:03.05
721 14034 金森 大輔 ｶﾅﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 1:52:15.82
722 10053 大久保 宙 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 1:52:15.94
723 9567 里井 浩太 ｻﾄｲ ｺｳﾀ サナース 神奈川県 1:52:23.49
724 10280 Lu Ching Lin Lu Ching Lin ５５５ 1:52:49.12
725 14239 小川 覚 ｵｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 東京都 1:52:56.24
726 8521 古澤 良介 ﾌﾙｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 静岡県 1:53:16.43
727 13396 井川 民夫 ｲｶﾞﾜ ﾀﾐｵ 神奈川県 1:53:18.93
728 13363 佐野 文昭 ｻﾉ ﾌﾐｱｷ 東京都 1:53:21.95
729 14243 簗場 道弘 ﾔﾅﾊﾞ ﾐﾁﾋﾛ アラジン 静岡県 1:53:32.60
730 6062 中西 裕介 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｽｹ 東京都 1:53:49.40
731 15178 濵村 靖 ﾊﾏﾑﾗ ﾔｽｼ 静岡県 1:53:49.49
732 9139 大塚 正宣 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾉﾌﾞ ペッコ 東京都 1:53:51.21
733 12540 中道 敦志 ﾅｶﾐﾁ ｱﾂｼ 東宝自転車部 大阪府 1:53:55.21
733 12161 蔭山 勇介 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ リアルＡＯＧ 千葉県 1:53:55.21
735 10250 井田 達之 ｲﾀﾞ ﾀﾂﾕｷ 神奈川県 1:53:57.43
736 10122 佐藤 雅紀 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ＣＬＵＢ－ＰＫ 神奈川県 1:54:06.98
737 13474 小森 貴志 ｺﾓﾘ ﾀｶｼ 千葉県 1:54:11.21
738 13531 笠嶋 祐介 ｶｻｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 神奈川県 1:54:14.17
739 11354 森 厚 ﾓﾘ ｱﾂｼ 千葉県 1:54:16.30
740 14596 多田 裕一 ﾀﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 大阪府 1:54:17.07
741 11324 千葉 龍二 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｼﾞ スルガ銀行 神奈川県 1:54:23.17
742 6602 藤井 晶彦 ﾌｼﾞｲ ｱｷﾋｺ 埼玉県 1:54:24.20
743 13518 播田 行博 ﾊﾘﾀ ﾕｷﾋﾛ 東京都 1:54:28.42
744 10023 下農 晋也 ｼﾓﾉ ｼﾝﾔ チーム・アヴェル 大阪府 1:54:30.14
745 12282 尾瀬 徳洋 ｵｾ ﾉﾘﾋﾛ ふぉあぐら 静岡県 1:54:31.14
746 12336 長澤 蔵也 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｻﾔ 静岡県 1:54:39.15
747 4618 石丸 卓人 ｲｼﾏﾙ ﾀｶﾋﾄ ＫＬａｂ株式会社 東京都 1:54:46.60
748 11501 鈴木 惣太郎 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:54:50.84
749 15090 塩谷 哲司 ｴﾝﾔ ﾃﾂｼﾞ 愛知県 1:54:52.94
750 14581 小林 篤史 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 長野県 1:55:03.21
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751 15534 髙橋 将年 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄｼ 静岡県 1:55:07.08
752 9131 中村 大輔 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 1:55:07.75
753 10134 坂田 俊史 ｻｶﾀ ﾄｼﾌﾐ 大阪府 1:55:16.03
754 14528 清水 雅士 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｼ 東京都 1:55:16.50
755 12367 藤田 宗親 ﾌｼﾞﾀ ﾑﾈﾁｶ 神奈川県 1:55:21.23
756 13134 井澗 政秀 ｲﾀﾆ ﾏｻﾋﾃﾞ Ｃｏｍｐａｇｎｏｎｅ 兵庫県 1:55:21.53
757 10244 宮島 義裕 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 1:55:36.07
758 8494 鈴木 丈允 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾏｻ ＴＣＣ 神奈川県 1:55:45.97
759 12108 矢光 勝 ﾔｺｳ ﾏｻﾙ ＶＤＦ春日部 埼玉県 1:55:49.75
760 8082 平山 隼一 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＫＩＰ 京都府 1:55:54.70
761 13270 大倉 雄一 ｵｵｸﾗ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:56:18.08
762 15292 堺野 祥向 ｻｶｲﾉ ﾖｼﾋｻ 東京都 1:56:21.78
763 10389 本間 由希洋 ﾎﾝﾏ ﾕｷﾋﾛ 福島県 1:56:22.14
764 14450 原藤 豊 ﾊﾗﾌｼﾞ ﾕﾀｶ 神奈川県 1:57:05.83
765 15317 諸星 佑輔 ﾓﾛﾎｼ ﾕｳｽｹ 東京都 1:57:20.64
766 14196 岩崎 淳 ｲﾜｻｷ ｱﾂｼ 東京都 1:57:34.77
767 13147 羽部 直樹 ﾊﾍﾞ ﾅｵｷ 東京都 1:57:37.51
768 13597 神田 康弘 ｶﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ ＧＲＡＣＥＥ 東京都 1:57:39.26
769 7560 南木 雅紀 ﾅﾝﾓｸ ﾏｻﾉﾘ アドエスピイ 茨城県 1:57:45.14
770 12473 南 繁雄 ﾐﾅﾐ ｼｹﾞｵ 大阪府 1:57:51.97
771 13046 石川 周平 ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾍｲ ＴＥＡＭ ＫＬＡＳＳ 神奈川県 1:57:53.71
772 5307 渡辺 学 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ ローロばなな～ず 千葉県 1:57:55.65
773 15059 小川 良太 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 軽率会 東京都 1:57:56.75
774 10357 田中 啓一 ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁ 神奈川県 1:58:05.88
775 11299 能勢 鉄平 ﾉｾ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 1:58:08.62
776 11364 岡田 英敏 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 愛知県 1:58:30.09
777 14167 塩月 俊央 ｼｵﾂｷ ﾄｼｵ ＯＵＭＥＤＯＳ 大阪府 1:58:37.02
778 13129 畑川 竜也 ﾊﾀｶﾜ ﾀﾂﾔ モンキーロットン／八角堂 山梨県 1:58:44.54
779 7414 小林 利治 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾊﾙ チームバモス 長野県 1:58:45.57
780 12076 坂巻 陽一 ｻｶﾏｷ ﾖｳｲﾁ ＹＯＣＣ 埼玉県 1:58:49.84
781 13521 門上 剛士 ｶﾄﾞｶﾐ ﾂﾖｼ 京都府 1:58:51.75
782 8052 牧野 寛央 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾋｻ 愛知県 1:58:55.71
783 8527 和泉 祐一 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｲﾁ ＷＦＣ 東京都 1:59:13.41
784 15060 林 義明 ﾊﾔｼ ﾖｼｱｷ 神奈川県 1:59:17.28
785 12187 吉田 壮夫 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾘｵ 埼玉県 1:59:19.23
786 11485 栗田 晶嘉 ｸﾘﾀ ｱｷﾖｼ 神奈川県 1:59:25.24
787 12202 名畑 崇 ﾅﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 岐阜県 1:59:33.40
788 13510 須原 崇亘 ｽﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 神奈川県 1:59:42.73
789 11587 神部 道男 ｶﾝﾍﾞ ﾐﾁｵ ミツバサイクリング部 群馬県 1:59:45.04
790 14122 本山 洋一 ﾓﾄﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 1:59:46.89
791 14295 後藤 洋平 ｺﾞﾄｳ ﾖｳﾍｲ ＲＥダブルレバーの会 山梨県 2:00:05.74
792 12179 杉浦 聡 ｽｷﾞｳﾗ ｻﾄｼ 東京都 2:00:18.58
793 12472 岸 大悟 ｷｼ ﾀﾞｲｺﾞ オルテマジーノ 千葉県 2:00:29.51
794 11495 志村 亮二 ｼﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 山梨県 2:00:32.73
795 8452 小田切 紀男 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾉﾘｵ 神奈川県 2:00:38.65
796 13189 橋本 淳二 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ ＴＴＢ 千葉県 2:00:38.98
797 14140 井出 将憲 ｲﾃﾞ ｼｮｳｹﾝ みにじぇね 静岡県 2:00:49.42
798 12492 泉谷 次郎 ｲｽﾞﾀﾆ ｼﾞﾛｳ アリキック 大阪府 2:00:52.41
799 13281 藤 徹也 ﾌｼﾞ ﾃﾂﾔ ＬＯＶＥＷＩＮＧ 神奈川県 2:00:53.37
800 9246 太田 知宏 ｵｵﾀ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 2:01:05.87
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801 8489 岡田 勝 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ 甲府将棋部 東京都 2:01:08.93
802 6084 今井 雄一 ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁ フレンド商会 東京都 2:01:17.17
803 13246 美和 章浩 ﾐﾜ ｱｷﾋﾛ 静岡県 2:01:17.74
804 5556 島田 康則 ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ チャリオツッ 茨城県 2:01:17.97
805 7335 中山 崇 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 東京都 2:01:19.44
806 9390 徳田 靖 ﾄｸﾀﾞ ﾔｽｼ 愛知県 2:01:22.33
807 6023 佐藤 博昭 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ チーム ０８ スペシャル 神奈川県 2:01:36.40
808 11439 黒田 秀之 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ チーム 大月美人 東京都 2:01:39.87
809 4415 森脇 宏之 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾕｷ メガヒップス 大阪府 2:01:40.63
810 14509 町田 智詞 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 2:01:43.95
811 9150 堀田 巨 ﾎｯﾀ ﾅｵ 建築自転車部 福岡県 2:01:53.94
812 7028 森 直喜 ﾓﾘ ﾅｵｷ 宮崎県 2:02:10.68
813 13417 平野 誠 ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ 埼玉県 2:02:26.78
814 15092 稲垣 大介 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 2:02:27.24
815 15527 佐々木 明 ｻｻｷ ｱｷﾗ ジーシーシー 神奈川県 2:02:43.74
816 12273 増田 好弘 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 白崎サイクルシクロ部 福井県 2:02:55.69
817 12591 中村 剛 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ チーム拝承 東京都 2:03:14.46
818 4641 田原 雅裕 ﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ チームウコン 神奈川県 2:03:27.80
819 12059 中井 巧 ﾅｶｲ ﾀｸﾐ 愛知県 2:03:29.35
820 12587 狩野 寿文 ｶﾉ ﾄｼﾌﾐ 神奈川県 2:03:41.25
821 13133 平山 幸喜 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｷ 愛知県 2:03:42.19
822 14469 加藤 久直 ｶﾄｳ ﾋｻﾅｵ 東京都 2:04:03.28
823 15476 森 正平 ﾓﾘ ｼｮｳﾍｲ 東京都 2:04:16.36
824 10258 市川 尚喜 ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ もりこぎ団 愛知県 2:04:17.20
825 12557 廣瀬 祐也 ﾋﾛｾ ﾕｳﾔ 山梨県 2:04:46.98
826 11427 辰巳 智明 ﾀﾂﾐ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 2:04:52.46
827 11013 中瀬 忠 ﾅｶｾ ﾀﾀﾞｼ 福井県 2:04:59.16
828 12547 馬込 敦 ﾏｺﾞﾒ ｱﾂｼ 千葉県 2:05:17.56
829 15120 山崎 理 ﾔﾏｻｷ ﾀﾀﾞｼ 東京都 2:05:23.09
830 11199 川治 裕睦 ｶﾜｼﾞ ﾋﾛﾑ まもなくしぬ 山形県 2:05:48.78
831 11444 込山 要 ｺﾐﾔﾏ ｶﾅﾒ オジサナ‐アフロ 神奈川県 2:06:09.70
832 14446 濱多 央樹 ﾊﾏﾀﾞ ｵｳｷ Ｊ ＳＰＯＲＴＳサイクル部 東京都 2:06:10.26
833 10413 大川 智之 ｵｵｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県 2:06:16.68
834 11489 吉田 大明 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ オジサナ 埼玉県 2:06:24.16
835 9208 稲垣 基成 ｲﾅｶﾞｷ ﾓﾄﾅﾘ ｔｅａｍ平松木型 愛知県 2:06:25.91
836 11195 岡部 正興 ｵｶﾍﾞ ﾏｻｵｷ 石川県 2:06:50.15
837 11465 中村 連 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ ミステリーサークル 東京都 2:06:50.29
838 8436 吉田 和弘 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ＴｈｅＮｉｇｈｔ 神奈川県 2:07:08.03
839 9381 川邊 幹夫 ｶﾜﾍﾞ ﾐｷｵ ジブりレーシングチーム 埼玉県 2:08:10.81
840 11174 小西 正喜 ｺﾆｼ ﾏｻﾖｼ 東京都 2:08:14.33
841 10105 田中 良 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 東京都 2:08:15.11
842 13325 林 宏樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 神奈川県 2:08:21.33
843 13219 塩見 正人 ｼｵﾐ ﾏｻﾄ 東京都 2:08:31.53
844 15091 津嶋 和宏 ﾂｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 東京カフェポタ倶楽部 東京都 2:08:35.89
845 15246 津田 剛志 ﾂﾀﾞ ﾀｹｼ ペンションのりくら 神奈川県 2:09:07.44
846 10225 山下 宏 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ 大阪府 2:09:15.21
847 15456 飯島 隆 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｶｼ 埼玉県 2:09:17.12
848 11186 相澤 義人 ｱｲｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾄ 千葉県 2:09:21.47
849 12012 生田 裕和 ｲｸﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 埼玉県 2:09:23.45
850 11472 金子 亮 ｶﾈｺ ﾘｮｳ 大分県 2:09:29.92
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851 13068 福井 俊彦 ﾌｸｲ ﾄｼﾋｺ 新潟県 2:09:31.79
852 11440 青江 隆之 ｱｵｴ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 2:09:37.31
853 14578 中村 大佐 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 滋賀県 2:09:42.74
854 12256 谷口 尚之 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 2:10:06.11
855 15001 柚原 崇永 ﾕﾊﾗ ﾀｶﾋｻ 福島県 2:10:08.00
856 12530 秋田 勇紀 ｱｷﾀ ﾕｳｷ 東京都 2:10:11.02
857 15024 依田 勇一 ﾖﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 山梨県 2:10:21.44
858 9207 八島 正貴 ﾔｼﾏ ﾏｻｷ 東京都 2:10:23.10
859 13362 太田 智之 ｵｵﾀ ﾄﾓﾕｷ チームカメダ 千葉県 2:10:26.34
860 7427 岸田 善寛 ｷｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ モンテラック 東京都 2:10:28.21
861 13139 中川 了祐 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 東京都 2:10:32.88
862 11384 小嶋 健 ｺｼﾞﾏ ｹﾝ 千葉県 2:10:39.95
863 14081 吉田 友也 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 牧野輪業 東京都 2:11:10.29
864 12566 栗山 晃靖 ｸﾘﾔﾏ ﾃﾙﾔｽ 東京都 2:11:12.00
865 14050 おぐろ たけみ ｵｸﾞﾛ ﾀｹﾐ Ｋ３Ｃ 埼玉県 2:11:23.89
866 14514 秋穂 洋平 ｱｷﾎ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 2:11:39.90
867 12251 深江 俊志 ﾌｶｴ ｼｭﾝｼﾞ 愛知県 2:11:47.71
868 11150 今関 琢也 ｲﾏｾﾞｷ ﾀｸﾔ 千葉県 2:12:01.25
869 9370 懸川 真樹 ｶｹｶﾞﾜ ﾏｻｷ ＬＣＦＣ 東京都 2:12:13.31
870 15554 山中 貴史 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｼ 埼玉県 2:12:17.02
871 8455 佐々木 淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 千葉県 2:12:31.65
872 12504 大西 康太 ｵｵﾆｼ ｺｳﾀ ドコデモシステムズ 東京都 2:12:45.63
873 13583 尾崎 貴広 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 2:12:50.81
874 9065 中山 治彦 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾋｺ かんぽ生命保険自転車部 東京都 2:13:46.10
875 15494 澤田 正輝 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 2:13:56.50
876 12500 早川 慎一 ﾊﾔｶﾜ ｼﾝｲﾁ 愛知県 2:14:04.63
877 13591 小杉 健介 ｺｽｷﾞ ｹﾝｽｹ 千葉県 2:14:12.17
878 13480 佐藤 護 ｻﾄｳ ﾏﾓﾙ 千葉県 2:14:20.03
879 12198 清水 克哉 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾔ 東京都 2:14:38.62
880 15276 細野 英伸 ﾎｿﾉ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 山梨県 2:14:46.10
881 11574 長井 純平 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ＥＣＬ 東京都 2:15:17.35
882 4064 小林 健太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都 2:16:07.90
883 13412 赤穂 大輔 ｱｺｳ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 2:16:11.97
884 12372 山本 晃大 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ ティーズ自転車競技部 愛知県 2:16:13.22
885 14246 大谷 智朗 ｵｵﾀﾆ ﾄﾓｱｷ 静岡県 2:16:21.49
886 15180 藤井 淳平 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 2:16:25.49
887 15257 臼井 顕輔 ｳｽｲ ｹﾝｽｹ 静岡県 2:16:25.59
888 7534 高井 弘治 ﾀｶｲ ｺｳｼﾞ 埼玉県 2:16:54.20
889 13564 清酒 浩貴 ｾｲｼｭ ﾋﾛｷ 石川県 2:17:14.42
890 10015 服部 剛 ﾊｯﾄﾘ ﾀｹｼ チームのんびりライド 東京都 2:17:17.31
891 14159 熊坂 弘幸 ｸﾏｻｶ ﾋﾛﾕｷ クマレーシング 神奈川県 2:17:32.33
892 13541 東島 靖典 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾔｽﾉﾘ ろくさんぽ 愛知県 2:17:32.60
893 15027 坂本 祥彰 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｱｷ 静岡県 2:17:37.52
894 13125 櫃田 吉行 ﾋﾂﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 酒豪秘伝 愛知県 2:17:46.53
895 11358 山本 浩司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 和光電気 千葉県 2:18:01.79
896 10587 福田 宏 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 2:18:27.31
897 11224 柴田 敬 ｼﾊﾞﾀ ｹｲ 神奈川県 2:18:31.22
898 15343 山越 崇広 ﾔﾏｺｼ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 2:18:32.38
899 12486 大久保 富央 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾐｵ ケツ毛プレデター 千葉県 2:18:35.04
900 12490 千葉 史哉 ﾁﾊﾞ ﾌﾐﾔ 東京都 2:18:46.27
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901 13303 金澤 英雄 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ 埼玉県 2:19:05.62
902 5531 曽束 貴則 ｿﾂｶ ﾀｶﾉﾘ 桜丘スプロケッツ 東京都 2:19:10.87
903 12197 河合 良 ｶﾜｲ ﾘｮｳ 神奈川県 2:19:18.29
904 12438 SHIH HSIEN CHENG SHIH HSIEN CHENG Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:19:42.01
905 11179 谷古宇 純平 ﾔｺｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ Ｊ ＳＰＯＲＴＳサイクル部 東京都 2:19:48.99
906 9503 奥主 嘉彦 ｵｸﾇｼ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 2:20:10.94
907 12352 佐々木 淳 ｻｻｷ ｱﾂｼ 千葉県 2:20:21.61
908 11113 遠藤 雅佳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾖｼ エンドウ商会 神奈川県 2:20:30.72
909 13301 宮下 賢市 ﾐﾔｼﾀ ｹﾝｲﾁ 群馬県 2:21:06.46
910 15383 青木 勲 ｱｵｷ ｲｻｵ 神奈川県 2:21:23.48
911 12144 佐々木 伸一 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁ 東京都 2:21:36.11
912 5537 河野 賢一 ｺｳﾉ ｹﾝｲﾁ ＯＵＭＥＤＯＳ 大阪府 2:21:51.02
913 13092 津田 宣之 ﾂﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 静岡県 2:23:48.35
914 6036 筒井 浩一 ﾂﾂｲ ｺｳｲﾁ あらかわズーラシア 東京都 2:24:08.68
915 15550 林 大樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 三重県 2:24:14.13
916 13469 仲尾 賢一 ﾅｶｵ ｹﾝｲﾁ にゃんこてーる 静岡県 2:24:30.51
917 14307 山口 俊介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 東京都 2:24:31.38
918 13465 杉ノ上 将吾 ｽｷﾞﾉｳｴ ｼｮｳｺﾞ 山梨県 2:24:38.79
919 13130 大橋 貴夫 ｵｵﾊｼ ﾀｶｵ ＴＥＡＭ２３０ 神奈川県 2:24:46.51
920 12482 富岡 英夫 ﾄﾐｵｶ ﾋﾃﾞｵ ドコデモシステムズ 千葉県 2:24:49.26
921 9251 藤崎 智成 ﾌｼﾞｼｷ ﾄﾓﾅﾘ 千葉県 2:24:53.02
922 12545 有賀 允英 ｱﾙｶﾞ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ ＴＱＲ 東京都 2:24:58.36
923 12480 坂田 智基 ｻｶﾀ ﾄﾓｷ ＴＥＡＭ－ＣＦＫ 東京都 2:25:03.51
924 14008 川島 秀行 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 山梨県 2:25:11.66
925 15324 柴田 歩 ｼﾊﾞﾀ ｱﾕﾑ 埼玉県 2:25:25.13
926 13232 佐藤 正憲 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 2:25:33.34
927 8138 早川 樹 ﾊﾔｶﾜ ｲﾂｷ 桃娘 山梨県 2:25:39.67
928 14360 山本 未来 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ 東京都 2:26:08.35
929 5444 柘植 隆紀 ﾂｹﾞ ﾀｶﾉﾘ 愛知県 2:26:14.21
930 13331 高橋 誠一 ﾀｶﾊｼ ｾｲｲﾁ 千葉県 2:26:40.51
931 10423 坂崎 雅道 ｻｶｻﾞｷ ﾏｻﾐﾁ バンビュランスフラムルージュ 静岡県 2:27:23.24
932 3592 真々田 智 ﾏﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 東京都 2:27:54.67
933 8212 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 千葉県 2:28:01.76
934 13090 水野 雅勝 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｶﾂ 東京都 2:29:22.26
935 5459 西澤 優 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳ 大阪府 2:30:14.28
936 14525 条連 健太郎 ｼﾞｮｳﾚﾝ ｹﾝﾀﾛｳ ＵＮＤＥＲＤＯＧＳ 千葉県 2:30:53.61
937 13242 山下 晃司 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ 東京都 2:31:07.81
938 9506 藤田 朋大 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 2:31:52.62
939 12040 樋口 雅彦 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ ＳＫＩチャリダース 三重県 2:32:09.75
940 14165 川尾 拓也 ｶﾜｵ ﾀｸﾔ 東京都 2:32:16.32
941 14552 小嶋 謙一 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ ｔｅａｍ ＫＯＮ 東京都 2:32:19.83
942 14021 辻 優 ﾂｼﾞ ﾏｻﾙ アリキック 大阪府 2:32:24.93
943 14321 岩瀬 宣明 ｲﾜｾ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 2:32:25.96
944 8165 飯沼 貴 ｲｲﾇﾏ ﾀｶｼ メソー！ 東京都 2:33:00.55
945 13456 世良 崇 ｾﾗ ﾀｶｼ 三重県 2:33:16.05
946 15083 小牧 竜次 ｺﾏｷ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 2:33:33.16
947 14168 尾山 恵一 ｵﾔﾏ ｹｲｲﾁ 愛知県 2:33:39.23
948 15239 鈴木 將晃 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 静岡県 2:33:49.53
949 15513 葛 思俊 ｺﾞｳ ｽｼﾞｭﾝ 東京都 2:34:01.52
950 15105 宗形 泉 ﾑﾈｶﾀ ｲｽﾞﾐ 神奈川県 2:34:36.62
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951 13275 八代 義宗 ﾔｼﾛ ﾖｼﾑﾈ チームもちの 静岡県 2:34:52.39
952 11360 江坂 慎一 ｴｻｶ ｼﾝｲﾁ 千葉県 2:35:08.12
953 5156 吉田 和幸 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 2:35:25.62
954 8089 豊島 良彦 ﾄﾖｼﾏ ﾖｼﾋｺ 厚木トランジスタボーイズ 神奈川県 2:35:46.07
955 14296 高木 弘典 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾉﾘ チームまりのり 千葉県 2:36:24.44
956 11365 鈴木 智洋 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ えきさいくる 神奈川県 2:36:50.46
957 13196 松尾 憲幸 ﾏﾂｵ ﾉﾘﾕｷ 東京都 2:36:53.89
958 15467 奥野 大輔 ｵｸﾉ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 2:37:52.24
959 14570 谷島 由昭 ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｱｷ エスシー 栃木県 2:38:08.11
960 15221 LIANG-HSIEN HOU LIANG-HSIEN HOU Ｇｉａｎｔ Ｌｉｖ 2:40:11.66
961 15579 沖原 弘幸 ｵｷﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 広電チャリダーズ 広島県 2:42:02.02
962 15547 江口 正一 ｴｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ 埼玉県 2:42:42.16
963 13010 酒巻 平 ｻｶﾏｷ ﾋﾄｼ アリキック 大阪府 2:44:48.05
964 9382 坂本 裕則 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ ジブりレーシングチーム 埼玉県 2:45:11.87
965 13358 梶原 健一 ｶｼﾞﾜﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 2:47:34.74
966 10063 谷下田 陽一 ﾔｹﾞﾀ ﾖｳｲﾁ 千葉県 2:48:46.72
967 14533 後藤 裕和 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ オリイメック株式会社 東京都 2:48:58.61
968 15040 山田 健太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉県 2:49:15.20
969 15206 小林 紀康 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾔｽ 電発輪業 静岡県 2:50:08.35
970 14563 橘田 英明 ｷｯﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨県 2:50:45.35
971 15573 ChingHuang Hong ChingHuang Hong Ｓａｍ ｂｉｋｅ 2:50:51.20
972 15241 今野 直喜 ｺﾝﾉ ﾅｵｷ サタモッツ 神奈川県 2:51:39.21
973 15155 若山 喬 ﾜｶﾔﾏ ﾀｶｼ 東京都 2:51:57.19
974 15578 田中 龍也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 広電チャリダーズ 広島県 2:52:08.70
975 13487 大塚 祐将 ｵｵﾂｶ ﾕｳｽｹ 埼玉県 2:53:25.48
976 13386 須永 領平 ｽﾅｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ ＫＣＲＣ 神奈川県 2:53:55.98
977 5335 鈴木 浩也 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ 桜丘スプロケッツ 埼玉県 2:54:59.26
978 13143 坪井 克己 ﾂﾎﾞｲ ｶﾂﾐ 酒豪秘伝 愛知県 2:55:40.89
979 14234 山下 幹人 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ 朝カレー 静岡県 2:55:58.48
980 15216 Arthur Cheng Arthur Cheng Ｔａｉｗａｎ Ｃａｔ Ｃａｖａｌｉｅｒ 2:57:21.09
981 14214 奥田 裕文 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 3:00:39.92
982 13234 海老塚 寛史 ｴﾋﾞﾂﾞｶ ﾋﾛｼ 神奈川県 3:01:28.93
983 11189 池谷 健治郎 ｲｹﾔ ｹﾝｼﾞﾛｳ 東宝自転車部 千葉県 3:02:08.39
984 9513 鰺坂 友章 ｱｼﾞｻｶ ﾄﾓｱｷ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 3:02:31.30
985 15576 Huan Wei Hsu Huan Wei Hsu Ｃａｔｓ ｍａｎａｇｅｒ ｐａｒａｄｉｓ 3:02:51.66
986 15397 岩内 隆典 ｲﾜｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 三重県 3:03:28.66
987 8440 千田 昭生 ﾁﾀﾞ ｱｷｵ 埼玉県 3:03:42.04
988 13233 海老塚 靖史 ｴﾋﾞﾂﾞｶ ﾔｽｼ 神奈川県 3:04:30.98
989 14470 高僧 克則 ｺｳｿｳ ｶﾂﾉﾘ 兵庫県 3:04:32.28
990 15302 添田 健 ｿｴﾀﾞ ｹﾝ 湘南パンダ 神奈川県 3:05:00.01
991 14451 若松 秀樹 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 3:05:33.23
992 12550 横井 友和 ﾖｺｲ ﾄﾓｶｽﾞ テストドライバー 愛知県 3:08:33.86
993 15232 山口 洋章 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 東京都 3:09:44.40
994 14498 小野 友輔 ｵﾉ ﾕｳｽｹ 神奈川県 3:10:49.48
995 15406 坂尾 達二 ｻｶｵ ﾀﾂｼﾞ 神奈川県 3:12:55.65
996 15538 北沢 純一 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 3:13:28.69
997 12421 CHIA CHUN MIAO CHIA CHUN MIAO Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 3:15:09.38
998 15446 宇野澤 淳志 ｳﾉｻﾞﾜ ｱﾂｼ 千葉県 3:17:29.25
999 9514 西川 大樹 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛｷ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 3:17:34.72

1000 9491 石切山 大輔 ｲｼｷﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 3:19:59.56
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1001 14544 野村 俊介 ﾉﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 東京都 3:22:14.02
1002 14516 川淵 浩史 ｶﾜﾌﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 別所沼Ｒ 埼玉県 3:23:28.52
1003 11219 近藤 泰三 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｿﾞｳ ＴＡＩＺＯ 愛知県 3:24:10.37
1004 15460 村上 広幸 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 3:24:15.76
1005 7227 後藤 悟 ｺﾞﾄｳ ｻﾄﾙ 東京都 3:28:18.37
1006 11235 小林 健彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋｺ 静岡県 3:31:01.27
1007 9270 野秋 浩三 ﾉｱｷ ｺｳｿﾞｳ 東京都 3:48:16.77
1008 9502 佐久間 悠太 ｻｸﾏ ﾕｳﾀ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 3:50:13.07


