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1 3194 飯田 剛士 ｲｲﾀﾞ ﾀｹｼ サカタニ 奈良県 1:02:56.47
2 3022 上原 聡太 ｳｴﾊﾗ ｿｳﾀ 一橋大学 東京都 1:03:02.66
3 3033 小川 恵佑 ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ なるしまフレンド 東京都 1:03:05.45
4 3172 尾鷲 猛 ｵﾜｼ ﾀｹｼ 静岡県 1:03:09.61
5 3179 折橋 孝治 ｵﾘﾊｼｺｳｼﾞ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:03:15.32
6 3228 長澤 渉 ﾅｶﾞｻﾜ ﾜﾀﾙ 東京都 1:03:26.66
7 3039 吉田 勝雅 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾏｻ 埼玉サイクルプロジェクト 埼玉県 1:03:34.14
8 3058 後藤 壮平 ｺﾞﾄｳ ｿｳﾍｲ ＣＬＯＵＤ９ｅｒｓ 奈良県 1:03:36.21
9 4599 濵野 巧勝 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾉﾘ 愛知県 1:03:37.68

10 3653 富家 悠太 ﾄﾐﾔ ﾕｳﾀ 1:03:56.97
11 3107 早川 祐平 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾍｲ 東京都 1:04:04.11
12 3550 酒井 智寛 ｻｶｲ ﾄﾓﾋﾛ チームデストラ 愛知県 1:04:05.11
13 3089 塩野 竜也 ｼｵﾉ ﾀﾂﾔ 埼玉県 1:04:10.08
14 3085 谷古宇 俊典 ﾔｺｳ ﾄｼﾉﾘ 埼玉県 1:04:30.57
15 5494 松島 拓人 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ ＰＲＯＪＥＣＴ－Ｙ 神奈川県 1:04:31.05
16 3081 田久保 貴志 ﾀｸﾎﾞ ﾀｶｼ イマイ・スプロケッツ 茨城県 1:04:35.43
17 3191 関口 光太郎 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 岐阜大学医学部 岐阜県 1:05:48.73
18 3101 岸 亮太 ｷｼ ﾘｮｳﾀ イノウエレーシングサイクル 埼玉県 1:05:53.29
19 3498 佐川 拓也 ｻｶﾞﾜ ﾀｸﾔ あらかわズーラシア 東京都 1:05:58.03
20 3585 宮崎 航希 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｷ ＪＳＲメビウス 三重県 1:06:03.93
21 3084 宇根 智浩 ｳﾈ ﾄﾓﾋﾛ アトリエフルーブ 東京都 1:06:06.69
22 3525 中川 直樹 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵｷ スペードエース 愛知県 1:06:17.39
23 3167 角田 峻啓 ｶｸﾀ ﾄｼﾋﾛ ＫＡＴＺＥ ＣＴ 埼玉県 1:06:30.27
24 3189 松井 建太 ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ エルドラード東北 宮城県 1:06:37.93
25 3309 HSIEN KUAN LI HSIEN KUAN LI Ｂｉｋｅ ｔｉｍｅ 1:06:45.14
26 5405 坂口 裕芳 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ クロワッサンファミリー 兵庫県 1:06:50.45
27 3129 野田 慧太 ﾉﾀﾞ ｹｲﾀ チーム・フォルツァ！ 茨城県 1:06:55.81
28 3007 福本 元 ﾌｸﾓﾄ ｹﾞﾝ ペダリスト 神奈川県 1:07:01.76
29 3539 槐 三稜 ｴﾝｼﾞｭ ﾐｸﾘ チームゴチ 神奈川県 1:07:20.05
30 3144 位下 岳瑠 ｲｹﾞ ﾀｹﾙ チームバーニア 埼玉県 1:07:24.91
31 3014 安田 大希 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ Ｅ－ＶＡＸ 埼玉県 1:07:28.91
32 3221 加島 崇史 ｶｼﾏ ﾀｶﾌﾐ チームヤマシゲ 愛知県 1:07:31.61
33 4652 荒井 寛樹 ｱﾗｲ ﾋﾛｷ 東京都 1:07:34.83
34 3063 白岩 悠哉 ｼﾗｲﾜ ﾕｳﾔ 東京都 1:07:36.13
35 3016 本田 竜介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ Ｆ（ｔ）麒麟山Ｒａｃｉｎｇ 新潟県 1:07:49.70
36 4537 齋藤 真 ｻｲﾄｳ ｼﾝ 唐揚げレーシング 愛知県 1:08:00.48
37 3198 宮城 嗣秀 ﾐﾔｷﾞ ﾂｸﾞﾋﾃﾞ ワイズロード 埼玉県 1:08:00.99
38 3156 冨田 拓哉 ﾄﾐﾀ ﾀｸﾔ ＢＲＥＺＺＡ 愛知県 1:08:02.09
39 3315 加部 貴裕 ｶﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 日本体育大学スケート部 神奈川県 1:08:05.37
40 3135 和田 良太 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ チームワダ 栃木県 1:08:06.40
41 3053 内田 淳 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 大阪府 1:08:21.30
42 4431 後藤 敏彦 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾋｺ 大阪ヒルクライム同好会 大阪府 1:08:28.67
43 3162 千田 俊輔 ｾﾝﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 銀河自転車競技部 東京都 1:08:34.73
44 3588 勝倉 康平 ｶﾂｸﾗ ｺｳﾍｲ ＰＲＯＪＥＣＴーＹ 神奈川県 1:08:36.20
45 3431 早野 真史 ﾊﾔﾉ ﾏｻｼ ＣＵＢＥ 静岡県 1:08:38.59
46 3629 藤田 涼平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 埼玉県 1:08:51.10
47 3002 手塚 佳宏 ﾃﾂｶ ﾖｼﾋﾛ 東京都 1:08:51.82
48 3316 岡本 健太郎 ｵｶﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:08:54.07
49 3074 横森 一樹 ﾖｺﾓﾘ ｶｽﾞｷ 東京都 1:09:05.17
50 3351 吉村 龍哉 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾂﾔ チームうみの 静岡県 1:09:10.17
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51 4219 松原 宏次 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 宮下会 東京都 1:09:11.67
52 3302 木村 悟郎 ｷﾑﾗ ｺﾞﾛｳ 東京都 1:09:21.59
53 3171 田代 穣 ﾀｼﾛ ｼﾞｮｳ 東京都 1:09:24.10
54 3542 山本 龍生 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 愛知県 1:09:44.35
55 3602 巴 亮太 ﾄﾓｴ ﾘｮｳﾀ 三菱自動車 自転車部 愛知県 1:09:45.57
56 4554 松下 成章 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾙｱｷ りんりんレーシング 東京都 1:09:45.63
57 3147 尾田 隼人 ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ パインヒルズ９０ 神奈川県 1:09:45.74
58 3548 川浪 祐太 ｶﾜﾅﾐ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:09:47.50
59 3340 猪爪 貴広 ｲﾉﾂﾒ ﾀｶﾋﾛ 新潟県 1:09:55.58
60 7424 我妻 暁 ｱﾂﾞﾏ ｱｷﾗ 東京都 1:09:57.98
61 8093 篁 佳太 ﾀｶﾑﾗ ｹｲﾀ 滋賀県 1:10:08.59
62 3206 岩村 大樹 ｲﾜﾑﾗ ﾀﾞｲｷ Ｅ－ＶＡＸ 埼玉県 1:10:12.88
63 5086 犬井 健太 ｲﾇｲ ｹﾝﾀ 滋賀県 1:10:24.59
64 4179 篠原 諒 ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳ 東京都 1:10:25.68
65 3068 菊川 実紀 ｷｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾘ ペネトレイト 東京都 1:10:26.65
66 3382 小口 将平 ｵｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 神奈川県 1:10:28.50
67 4221 中川 進太 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾀ ｎｍ７ Ｒａｃｉｎｇ 神奈川県 1:10:28.86
68 3569 駒井 出 ｺﾏｲ ｲｽﾞﾙ メイドさん学科 埼玉県 1:10:31.75
69 6089 藤 航 ﾄｳ ﾜﾀﾙ レーシングライツ浜松 静岡県 1:10:36.45
70 6277 古舘 尚己 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾅｵｷ 神奈川県 1:10:37.43
71 3174 中嶋 秀成 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ チームワダ 栃木県 1:10:38.56
72 3535 堀江 徳志 ﾎﾘｴ ｻﾄｼ 東京都 1:10:45.38
73 3435 大谷 陽平 ｵｵﾔ ﾖｳﾍｲ あらかわズーラシア 東京都 1:10:49.23
74 4461 羽上田 明彦 ﾊｼﾞｮｳﾀﾞ ｱｷﾋｺ コギー青葉台 神奈川県 1:10:51.36
75 3299 高村 和 ﾀｶﾑﾗ ｶｽﾞ 日本体育大学スケート部 山梨県 1:11:04.82
76 9274 御堂 力哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ チームスポーツキッド 東京都 1:11:18.76
77 9307 上田 祥太 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京都 1:11:21.48
78 4535 山田 裕典 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 静岡県 1:11:22.03
79 3543 田中 宏樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 超平和バイカーズ 神奈川県 1:11:23.77
80 3453 水島 洋 ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾛｼ 新潟県 1:11:29.43
81 3409 佐藤 健雄 ｻﾄｳ ﾀｹｵ チームオルトレ 神奈川県 1:11:34.74
82 9554 滝 祐介 ﾀｷ ﾕｳｽｹ 神奈川県 1:11:46.73
83 3590 中野 龍一 ﾅｶﾉ ﾘｭｳｲﾁ フレンド商会レーシングチーム 東京都 1:11:52.09
84 15581 岡本 克也 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 岡山県 1:11:54.01
85 6096 杉田 匠 ｽｷﾞﾀ ﾀｸﾐ Ｊ電自転車部 愛知県 1:11:56.37
86 4586 宮川 朋大 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府 1:11:57.56
87 3429 後藤 辰弥 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ スクアドラルオータ 東京都 1:11:59.30
88 3407 平形 洋生 ﾋﾗｶﾀ ﾋﾛｷ チームオルトレ 千葉県 1:12:02.94
89 5591 駒沢 正己 ｺﾏｻﾞﾜ ﾏｻｷ 湘南浪漫 神奈川県 1:12:03.98
90 4521 藤崎 弘太郎 ﾌｼﾞｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 千葉県 1:12:05.83
91 3151 辻 龍輔 ﾂｼﾞ ﾘｭｳｽｹ 荒川ズーラシア 東京都 1:12:08.56
92 4106 国見 洋光 ｸﾆﾐ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 1:12:15.30
93 4233 高橋 颯太朗 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀﾛｳ 国士舘大学トライアスロン部 神奈川県 1:12:16.37
94 6224 横山 英一 ﾖｺﾔﾏ ｴｲｲﾁ ＰＲＯＪＥＣＴ－Ｙ 神奈川県 1:12:19.47
95 3519 大平 将汰 ｵｵﾋﾗ ｼｮｳﾀ 大阪府 1:12:23.55
96 3143 比企野 創典 ﾋｷﾉ ｿｳｽｹ アフターアフロ 東京都 1:12:23.70
97 4589 渡部 敬洋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:12:27.54
98 14424 人見 泰弘 ﾋﾄﾐ ﾔｽﾋﾛ 宮下会 群馬県 1:12:28.60
99 3390 藤澤 浩 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ チームＷＡＤＡ 栃木県 1:12:31.40

100 3497 西石垣 誠友 ﾆｼｲｼｶﾞｷ ｾｲﾕｳ 千葉県 1:12:31.57
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101 4558 青木 悠輔 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 美城プロダクション自転車部 神奈川県 1:12:37.11
102 3090 佐藤 唯行 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾕｷ Ｔｅａｍまんま 奈良県 1:12:40.57
103 3502 杉江 亮祐 ｽｷﾞｴ ﾘｮｳｽｹ 千葉大学サイクリング部 神奈川県 1:12:44.23
104 4651 鈴木 悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 静岡県 1:12:56.09
105 4603 安齋 恵一 ｱﾝｻﾞｲ ｹｲｲﾁ 東京都 1:12:56.47
106 5022 小池 健太 ｺｲｹ ｹﾝﾀ 日本体育大学 神奈川県 1:13:03.97
107 3117 中田 圭亮 ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ いちもくさん 大阪府 1:13:15.98
108 4254 松村 尚毅 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ チームＹ 神奈川県 1:13:17.05
109 4085 金子 智義 ｶﾈｺ ﾄﾓﾖｼ 神奈川県 1:13:17.19
110 3447 荘 一樹 ｼｮｳ ｶｽﾞｷ ワイズロード 埼玉県 1:13:17.36
111 4590 萩原 一樹 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ ＳＩＭＰＬＥＸ 群馬県 1:13:21.20
112 4321 菴木 嶺 ｱﾝﾉｷ ﾚｲ 構造計画研究所 東京都 1:13:21.26
113 3078 横溝 正明 ﾖｺﾐｿﾞ ﾏｻｱｷ 神奈川県 1:13:21.38
114 7128 塩野 敦士 ｼｵﾉ ｱﾂｼ 東京都 1:13:24.01
115 12546 加藤 悠貴 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 茨城県 1:13:24.35
116 3133 高村 潤 ﾀｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 1:13:27.76
117 5533 加藤 秀幸 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 1:13:29.31
118 12288 水野 裕貴 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 愛知県 1:13:30.64
119 4364 柳澤 創太 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｿｳﾀ 神奈川県 1:13:30.69
120 3565 倉垣 龍星 ｸﾗｶﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 山口大学サイクリング部ＯＢ 東京都 1:13:36.17
121 4432 青木 友佑 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 雑兵 千葉県 1:13:54.21
122 3077 橋本 翔平 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都 1:13:57.77
123 4004 山口 翔太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ グローブ港北 神奈川県 1:13:58.89
124 5135 松崎 翔 ﾏﾂｻﾞｷ ｶｹﾙ 日本体育大学スケート部 北海道 1:14:01.71
125 4260 渡邊 慧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ 多摩ポタ 神奈川県 1:14:07.57
126 3036 高木 僚 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 東京都 1:14:08.48
127 6548 北井 哲 ｷﾀｲ ﾃﾂ 東京都 1:14:18.09
128 4629 岡澤 俊吾 ｵｶｻﾞﾜ ｼｭﾝｺﾞ 埼玉県 1:14:20.61
129 10283 勝川 亮 ｶﾂｶﾜ ﾘｮｳ ＧＯＫＩＳＯ 愛知県 1:14:31.81
130 4255 酒田 直幸 ｻｶﾀ ﾅｵﾕｷ ミツイキサイクルＲ．Ｔ． 東京都 1:14:35.66
131 3333 渡邉 辰郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾛｳ 北里サイクリング 神奈川県 1:14:38.61
132 5340 三上 玄 ﾐｶﾐ ｹﾞﾝ フレンド商会 東京都 1:14:40.18
133 3595 佐藤 佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ パイオニア 東京都 1:14:54.55
134 5016 今井 亮太 ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 1:15:02.43
135 4051 鈴木 寛心 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ ＶＩＶＡ ＺＡＰＰＥＩ 東京都 1:15:02.44
136 4147 小林 千元 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾊﾙ 埼玉県 1:15:15.49
137 6152 福井 大和 ﾌｸｲ ﾔﾏﾄ 神奈川県 1:15:17.75
138 6259 番屋 修平 ﾊﾞﾝﾔ ｼｭｳﾍｲ ロード人 神奈川県 1:15:24.21
139 3534 後藤 太希 ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ 静岡県 1:15:28.78
140 10226 大石 力也 ｵｵｲｼ ﾘｷﾔ 山梨県 1:15:31.07
141 3584 浜田 浩史 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都 1:15:32.85
142 3458 大澤 雄也 ｵｵｻﾜ ﾕｳﾔ 東京都 1:15:33.96
143 4518 伊藤 卓人 ｲﾄｳ ﾀｸﾄ 神奈川県 1:15:36.25
144 5614 本橋 大樹 ﾓﾄﾊｼ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 1:15:36.93
145 3537 中田 京志郎 ﾅｶﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 栃木県 1:15:39.13
146 8417 黒須 崇志 ｸﾛｽ ﾀｶｼ 栃木県 1:15:41.67
147 6230 遠藤 佑太朗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾛｳ 東京都 1:15:41.68
148 9520 今野 裕貴 ｺﾝﾉ ﾋﾛｷ エンドウ商会 神奈川県 1:15:42.83
149 5419 太田 元輝 ｵｵﾀ ｹﾞﾝｷ Ｒｏｎｄｉｎｅ 埼玉県 1:15:42.92
150 3227 木口 潤 ｷｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 上毛レーシング 群馬県 1:15:47.84
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151 13215 小田 亮汰 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 愛知県 1:15:48.15
152 3070 石井 太一 ｲｼｲ ﾀｲﾁ 多摩ポタ 神奈川県 1:15:56.89
153 15311 池田 圭輔 ｲｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:15:57.45
154 3337 小澤 高嶺 ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾈ ＰＲＯＪＥＣＴ－Ｙ 神奈川県 1:16:03.99
155 4107 土志田 一輝 ﾄﾞｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 千葉自転車部 千葉県 1:16:08.90
156 3631 喜多 海人 ｷﾀ ｶｲﾄ チーム・ステラート 東京都 1:16:15.04
157 11172 小林 靖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ ストレッチ塾 埼玉県 1:16:15.11
158 4149 栗田 竜馬 ｸﾘﾀ ﾘｭｳﾏ 愛知県 1:16:15.31
159 5610 小野寺 奎斗 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲﾄ ＷＵＧ！Ｒａｃｉｎｇ 静岡県 1:16:18.81
160 14041 小南舘 純 ｺﾐﾅﾐﾀﾞﾃ ｼﾞｭﾝ ＧＲＯＶＥ鎌倉 神奈川県 1:16:22.80
161 6076 小林 聖司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ チーム歯科医（仮） 東京都 1:16:23.29
162 4209 辰田 和穂 ﾀﾂﾀ ｶｽﾞｵ 静岡県 1:16:23.87
163 4637 田中 信嘉 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾖｼ 愛知県 1:16:24.70
164 7077 奥山 績 ｵｸﾔﾏ ｲｻｵ ＤＭＧ ＭＯＲＩ 三重県 1:16:36.60
165 8142 宮本 岳 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾞｸ 呉東連合 富山県 1:16:42.98
166 6382 渡邊 公博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐﾋﾛ Ｐｅｄａｌｉｓｔ 神奈川県 1:16:44.79
167 5066 松井 友汰 ﾏﾂｲ ﾕｳﾀ 日本体育大学スケート部 神奈川県 1:16:47.92
168 4220 中川 峻太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ マグナム 愛知県 1:16:49.77
169 4304 手塚 博文 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾛﾌﾐ 蕎麦宗 静岡県 1:16:51.08
170 15580 高井 良春 ﾀｶｲ ﾖｼﾊﾙ 神奈川県 1:16:53.84
171 4604 加藤 翔悟 ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ＧＲＯＶＥ宮前平 神奈川県 1:16:57.22
172 7350 佐藤 拓也 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ ちーむ わいえふえむ 岩手県 1:17:00.27
173 4213 小谷 安博 ｺﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県 1:17:01.71
174 10029 鈴木 恒良 ｽｽﾞｷ ﾂﾈﾖｼ 神奈川県 1:17:06.15
175 4578 翁 晋平 ｵｷﾅ ｼﾝﾍﾟｲ 埼玉県 1:17:07.74
176 5617 新井 悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ チームカメダ 千葉県 1:17:13.29
177 3487 山田 智也 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ ＣＵＢＥ村良班 静岡県 1:17:14.82
178 4328 金子 元気 ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ エシュロン・ヴェロダイナミク 神奈川県 1:17:17.98
179 4617 瀬戸 龍太 ｾﾄ ﾘｭｳﾀ 神奈川県 1:17:18.36
180 7151 安宅 将貴 ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ ＳＥＯ８２１４ 千葉県 1:17:27.27
181 3479 山崎 琢也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ いたりん 静岡県 1:17:27.88
182 4315 八木 克実 ﾔｷﾞ ﾖｼﾐ Ｌｉｏｎ 神奈川県 1:17:31.71
183 15588 瀧日 勇介 ﾀｷﾋ ﾕｳｽｹ 愛知県 1:17:34.58
184 6042 土井 諒太 ﾄﾞｲ ﾘｮｳﾀ ＶＳＥＲＡＣＩＮＧ 東京都 1:17:37.19
185 15315 吉田 通寅 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁﾉﾌﾞ 神奈川県 1:17:38.25
186 5365 戸松 裕登 ﾄﾏﾂ ﾋﾛﾄ 愛知県 1:17:38.29
187 4570 恩田 大河 ｵﾝﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 千葉県 1:17:40.58
188 3015 三上 恵仁 ﾐｶﾐ ﾔｽﾋﾄ わっぱ 栃木県 1:17:49.44
189 4162 佐々木 貴済 ｻｻｷ ﾀｶｽﾞﾐ 埼玉県 1:17:49.64
190 13028 西尾 広甫 ﾆｼｵ ﾋﾛｽｹ 岐阜県 1:17:52.94
191 12464 水野 正也 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾔ 日本体育大学スケート部 神奈川県 1:18:11.82
192 5253 桶野 純平 ｵｹﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ＧＲＡＣＥＥ 東京都 1:18:15.61
193 9452 伊藤 徳康 ｲﾄｳ ﾉﾘﾔｽ ＴＥＡＭ－ＶＥＲＲＵＣＫＴ 愛知県 1:18:19.97
194 5408 橋本 大佑 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 新潟県 1:18:26.98
195 13513 八ヶ代 潤一 ﾔｶﾞｼﾛ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:18:30.16
196 4010 三輪 祥大 ﾐﾜ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 1:18:33.39
197 4582 大野 一樹 ｵｵﾉ ｶｽﾞｷ ＫＬａｂ株式会社 東京都 1:18:37.83
198 3404 吉田 貴則 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 静岡県 1:18:40.71
199 5370 伊藤 侑也 ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 構造計画研究所 東京都 1:18:43.98
200 4319 竹中 純也 ﾀｹﾅｶ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 1:18:46.53
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201 7531 籔田 貴之 ﾔﾌﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:18:49.84
202 3408 扇原 勇二 ｵｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞ チームオルトレ 東京都 1:18:54.42
203 10087 宮坂 航 ﾐﾔｻｶ ﾜﾀﾙ 神奈川県 1:18:56.26
204 12211 鈴木 大貴 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 千葉県 1:18:59.47
205 9302 嶋田 新 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝ 長野県 1:18:59.55
206 4611 安藤 壮人 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 一橋大学 東京都 1:19:01.07
207 3122 阿部 拓真 ｱﾍﾞ ﾀｸﾏ 神奈川県 1:19:09.07
208 4615 亀田 翔太 ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾀ バイクルームシン 神奈川県 1:19:09.87
209 3516 飯田 航 ｲｲﾀﾞ ﾜﾀﾙ チームＷＡＤＡ 山梨県 1:19:10.65
210 7446 雨貝 祐輔 ｱﾏｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 神奈川県 1:19:10.75
211 9549 秦 克郁 ﾊﾀ ｶﾂﾌﾐ たけのこ流し 東京都 1:19:10.89
212 3422 川村 怜 ｶﾜﾑﾗ ﾚﾝ 東京都 1:19:15.94
213 11220 川村 太郎 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾛｳ ロード人 埼玉県 1:19:18.01
214 6556 江波戸 颯 ｴﾊﾞﾄ ﾊﾔﾃ ＣＹＣＬＥ ＷＩＴＣＨＥＳ 東京都 1:19:24.61
215 4519 斎藤 啓太 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 神奈川県 1:19:26.70
216 7001 横井 秀光 ﾖｺｲ ﾋﾃﾞﾐﾂ 愛知県 1:19:30.70
217 7259 山田 翔 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 神奈川県 1:19:35.15
218 9089 村尾 盛朗 ﾑﾗｵ ﾓﾘﾛｳ 東京都 1:19:38.56
219 9378 水澤 佑材 ﾐｽﾞｻﾜ ﾕｳｷ 新人ズ 東京都 1:19:39.76
220 5445 畑中 祐人 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾄ ＡＭＰ 愛知県 1:19:44.27
221 11325 河野 祐一郎 ｶﾜﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ ＹＮＵＣＣ 神奈川県 1:19:51.70
222 11421 高山 謙佑 ﾀｶﾔﾏ ｹﾝｽｹ ＹＮＵＣＣ 神奈川県 1:19:51.79
223 3010 金久保 諒三 ｶﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ サイクルフリーダムレーシング 東京都 1:19:58.42
223 14089 吉田 拓人 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾄ 三重県 1:19:58.42
225 4241 坂田 繁也 ｻｶﾀ ｼｹﾞﾔ 千葉県 1:19:59.16
226 3536 加藤 翼 ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ ＧＲＯＶＥ鎌倉 神奈川県 1:20:00.85
227 6187 宇野 拓 ｳﾉ ﾀｸﾔ 三菱電機 東京都 1:20:05.56
228 7172 伊藤 正則 ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 山梨県 1:20:07.65
229 4438 田上 雄哉 ﾀｶﾞﾐ ﾕｳﾔ ビチクレッタアルベロ 大阪府 1:20:08.37
230 7050 武井 雄一郎 ﾀｹｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:20:13.38
231 7114 根岸 晃平 ﾈｷﾞｼ ｺｳﾍｲ 静岡県 1:20:21.84
232 13179 蓮田 潤 ﾊｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ワンダーサイクリング 東京都 1:20:25.17
233 9011 滝川 将史 ﾀｷｶﾜ ﾏｻﾌﾐ ニコーファクトリー 岐阜県 1:20:27.70
234 9148 安江 紘樹 ﾔｽｴ ﾋﾛｷ 東京都 1:20:28.02
235 6048 鶴田 光次郎 ﾂﾙﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ 静岡県 1:20:35.65
236 7502 中島 一樹 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 東京都 1:20:50.58
237 13492 鈴木 康介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 東京都 1:20:59.78
238 9005 永澤 直人 ﾅｶﾞｻﾜ ﾅｵﾄ 栃木県 1:21:04.54
239 8541 遠藤 永一 ｴﾝﾄﾞｳ ｴｲｲﾁ 栃木県 1:21:06.30
240 5620 田所 翔 ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｮｳ 山梨県 1:21:06.52
241 5034 酒井 唯杜 ｻｶｲ ﾕｲﾄ ＶＳＥＲＡＣＩＮＧ 東京都 1:21:11.42
242 5567 矢島 直人 ﾔｼﾞﾏ ﾅｵﾄ ＴＧＣＣ 東京都 1:21:11.91
243 9201 原 圭佑 ﾊﾗ ｹｲｽｹ ＨＯＴ ＳＴＡＦＦ 東京都 1:21:14.02
244 7397 飯島 和憲 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県 1:21:20.18
245 7499 伏見 郁也 ﾌｼﾐ ｲｸﾔ ＷＵＧ！Ｒａｃｉｎｇ 山梨県 1:21:38.02
246 8311 渡邊 雄太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 笹原サイクル 神奈川県 1:21:38.35
247 3630 廣澤 優也 ﾋﾛｻﾜ ﾕｳﾔ チーム・ステラート 東京都 1:21:38.52
248 9096 赤松 宏輝 ｱｶﾏﾂ ﾋﾛｷ 大阪府 1:21:44.21
249 9469 志村 大介 ｼﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:21:45.78
250 4571 土井 賢悟 ﾄﾞｲ ｹﾝｺﾞ ＤＯＩファーム 神奈川県 1:21:48.88
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251 11263 吉田 浩輝 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ オジサナ 埼玉県 1:21:50.30
252 3027 蛭田 智啓 ﾋﾙﾀ ﾄｼﾋﾛ 風魔横浜 東京都 1:21:50.32
253 13512 小田原 拓也 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ 大阪府 1:21:50.49
254 10364 河野 歩凡矢 ｺｳﾉ ｱｽﾔ ヤフー・ジャパン 埼玉県 1:21:56.90
255 7097 橘高 公康 ｷｯﾀｶ ｷﾐﾔｽ 多摩にゅ 東京都 1:21:57.89
256 6162 牧野 高大 ﾏｷﾉ ﾀｶﾋﾛ 静岡県 1:22:02.50
257 8281 杉浦 亮介 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｽｹ Ｐａｃｉｃｒｅｗ 東京都 1:22:07.63
258 6241 彦久保 優紀 ﾋｺｸﾎﾞ ﾕｳｷ 神奈川県 1:22:13.02
259 8011 奥冨 譲仁 ｵｸﾄﾐ ﾖｼﾋﾄ ロコレーシング 岡山県 1:22:14.62
259 15416 横坂 信行 ﾖｺｻｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 1:22:14.62
261 4116 岡田 宜規 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｷ 愛知県 1:22:15.30
262 9454 鈴木 尭 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 新潟県 1:22:18.54
263 5622 喜多川 斗夢 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾑ 埼玉県 1:22:21.11
264 5625 田島 良一 ﾀｼﾞﾏ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川県 1:22:22.19
265 4640 戸田 千理 ﾄﾀﾞ ｾﾝﾘ ウエハラサイクル 長野県 1:22:23.20
266 5589 梅原 悟 ｳﾒﾊﾗ ｻﾄﾙ 東京都 1:22:34.91
267 13181 廣瀬 修平 ﾋﾛｾ ｼｭｳﾍｲ ワンダーサイクリング 東京都 1:22:35.10
268 6137 竹田 昂 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 1:22:39.79
269 4156 江口 周平 ｴｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ いちもくさん 大阪府 1:22:42.78
270 6012 平本 啓一 ﾋﾗﾓﾄ ｹｲｲﾁ たまプラーザ ＦＡＭＳ 神奈川県 1:22:43.09
271 6236 西山 啓太 ﾆｼﾔﾏ ｹｲﾀ 東京都 1:22:45.55
272 5246 石田 健造 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 広島県 1:22:47.09
273 4591 篠宮 徹哉 ｼﾉﾐﾔ ﾃﾂﾔ 東京都 1:22:48.72
274 7403 大沼 雄平 ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾍｲ Ｔｅａｍ Ｋｏｎ 北海道 1:22:52.29
275 11138 菅野 タカノブ ｶﾝﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ 神奈川県 1:22:52.77
276 9412 大森 広平 ｵｵﾓﾘ ｺｳﾍｲ 一橋大学 東京都 1:22:53.06
277 11491 田村 将大 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 東京都 1:23:04.29
278 6390 高橋 望 ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ サークルサイクル 千葉県 1:23:06.84
279 4385 相嶋 孝広 ｱｲｼﾏ ﾀｶﾋﾛ ｃｌｕｂ－ｐｋ 千葉県 1:23:13.46
280 14350 マスィ エリック ﾏｽｨ ｴﾘｯｸ 茨城県 1:23:25.55
281 9239 鈴木 一輝 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 大分大学自転車部 大分県 1:23:26.53
282 9341 小松 達矢 ｺﾏﾂ ﾀﾂﾔ 愛知県 1:23:29.92
283 5176 藤田 雄大 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 東京都 1:23:33.69
284 4605 下野 宗司 ｼﾓﾉ ｿｳｼﾞ Ｆ２ＣＣ 神奈川県 1:23:34.66
285 13247 青山 智則 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ 滋賀県 1:23:35.75
286 14001 渡辺 優一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 広島県 1:23:38.44
287 9518 神田 浩平 ｶﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ エンドウ商会 神奈川県 1:23:47.89
288 8072 知脇 昌太 ﾁﾜｷ ｼｮｳﾀ 埼玉県 1:23:50.98
289 5008 高橋 勇太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ ＮＥＳＴ－Ｒａｇｎａｒøｋ 大阪府 1:23:51.42
290 7353 佐藤 恭輔 ｻﾄｳ ｷｮｳｽｹ 川崎カンノンダーレ 神奈川県 1:23:56.89
291 10581 清水 翔太 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 千葉県 1:24:03.45
292 13509 大川 宗吾 ｵｵｶﾜ ｿｳｺﾞ にんじんちーん 東京都 1:24:03.66
293 5090 相木 広識 ｱｲｷ ﾋﾛｻﾄ ＩＩＪ 東京都 1:24:04.10
294 5417 張 承龍 ﾁｬﾝ ｽﾝﾖﾝ ＲＣＣ 東京都 1:24:04.98
295 11518 武山 竜也 ﾀｹﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 東京都 1:24:12.81
296 5010 若崎 亮 ﾜｶｻｷ ﾘｮｳ ＮＥＳＴーＲａｇｎａｒｏｋ 京都府 1:24:19.13
297 5269 近藤 慎也 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 静岡県 1:24:19.44
298 15069 天野 武雄 ｱﾏﾉ ﾀｹｵ アールビーコネクション 愛知県 1:24:30.15
299 14080 斉藤 明剛 ｻｲﾄｳ ｱｷﾀｶ 東京都 1:24:37.84
300 7563 穂積 健一郎 ﾎｽﾞﾐ ｹﾝｲﾁﾛｳ 埼玉県 1:24:38.88
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301 12091 荒井 孝大 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 栃木県 1:24:39.41
302 4588 青木 佳真 ｱｵｷ ｶｻﾈ チームゼンリン 埼玉県 1:24:41.80
303 8215 東 将敬 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾀｶ 愛知県 1:24:48.61
304 14147 高橋 直己 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ 岩手県 1:24:49.06
305 15517 李 騫 ﾘ ｹﾝ ロコレーシング 滋賀県 1:24:53.44
306 9001 西浦 謙吾 ﾆｼｳﾗ ｹﾝｺﾞ 東京都 1:24:54.57
307 7399 西 優哉 ﾆｼ ﾕｳﾔ ＦＵＴＡＢＡ 愛知県 1:24:55.57
308 4485 加藤 寛人 ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 零式 愛知県 1:24:56.49
309 10566 菅原 雄一 ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁ ｔｅａｍＴＤＵ 東京都 1:24:56.90
310 14473 鈴木 孝明 ｽｽﾞｷ ﾀｶｱｷ ＬＯＫＯ Ｒａｃｉｎｇ 滋賀県 1:25:02.04
311 9258 毛利 慶祐 ﾓｳﾘ ｹｲｽｹ 愛知県 1:25:02.51
312 8434 酒井 隼人 ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 東京都 1:25:03.06
313 13282 北原 一樹 ｷﾀﾊﾗ ｲｯｷ ＡＴＳ 東京都 1:25:03.24
314 10274 佐藤 正明 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ ＭＳ 千葉県 1:25:04.42
315 15293 西澤 悠 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳ 東京都 1:25:08.03
316 5129 中村 良平 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ コバリン 山梨県 1:25:08.21
317 6270 秋元 航太 ｱｷﾓﾄ ｺｳﾀ 日本体育大学スケート部 神奈川県 1:25:13.35
318 9120 姫野 水遥 ﾋﾒﾉ ﾐﾊﾙ 東京都 1:25:19.93
319 14113 鈴木 悠一 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ Ｔｅａｍ Ｉ．Ｄ．ｗｏｒｋｓ 神奈川県 1:25:20.33
320 11054 青木 佑樹 ｱｵｷ ﾕｳｷ 静岡県 1:25:23.74
321 3529 金子 健太 ｶﾈｺ ｹﾝﾀ 東京都 1:25:25.61
322 6009 吉田 周平 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 埼玉県 1:25:26.93
323 5549 井上 純一 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 1:25:28.50
324 6120 五十嵐 大 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲ 神奈川県 1:25:28.55
325 6503 吉良 大樹 ｷﾗ ﾀﾞｲｷ ビチクレッタ・アルベロ 東京都 1:25:30.60
326 12016 藤原 大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 東京都 1:25:40.18
327 9183 楠美 祐一 ｸｽﾐ ﾕｳｲﾁ 栃木県 1:25:51.84
328 5247 松村 和輝 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ 神奈川県 1:25:53.31
329 7589 大山 智之 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 1:25:54.29
330 9451 南部 佳大 ﾅﾝﾌﾞ ﾖｼﾋﾛ ＴＥＡＭ－ＶＥＲＲＵＣＫＴ 愛知県 1:25:57.77
331 9190 木戸 勇輔 ｷﾄﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 1:26:01.88
332 6384 藤原 亮介 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 1:26:03.72
333 8382 松枝 拓也 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 寺島良治 東京都 1:26:05.01
334 13557 福貞 友啓 ﾌｸｻﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉県 1:26:05.54
335 11075 阿加井 光 ｱｶｲ ｺｳ 東京都 1:26:06.11
336 9170 池部 弘二郎 ｲｹﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 愛知県 1:26:08.53
337 12190 西田 恵一 ﾆｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ 神奈川県 1:26:11.67
338 4312 荻野 隆宏 ｵｷﾞﾉ ﾀｶﾋﾛ 静岡県 1:26:12.02
339 9079 千葉 究 ﾁﾊﾞ ｷﾜﾑ ＲＡＦＦ 東京都 1:26:14.65
340 13560 奥 琢哉 ｵｸ ﾀｸﾔ 神奈川県 1:26:19.15
341 4541 森 浩史 ﾓﾘ ﾋﾛﾌﾐ じて吉 千葉県 1:26:19.69
342 5192 栗山 治之 ｸﾘﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ 東京都 1:26:21.98
343 5113 李 相雨 ｲ ｻﾝｳ トサバン 東京都 1:26:24.28
344 8055 矢野 恭平 ﾔﾉ ｷｮｳﾍｲ 東京都 1:26:35.85
345 8491 高橋 昌輝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ オリイメック株式会社 神奈川県 1:26:37.78
346 3545 上田 幸治 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 山梨県 1:26:39.10
347 4058 畠山 陽平 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｳﾍｲ ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都 1:26:39.41
348 9544 荻原 陵 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ チームカメダ 千葉県 1:26:40.61
349 7066 清原 海仁 ｷﾖﾊﾗ ﾐﾉﾘ 神奈川県 1:26:44.21
350 13183 上田 耕太郎 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ワンダーサイクリング 東京都 1:26:46.08
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351 8490 西川 正隼 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ 長野県 1:26:47.52
352 15126 末永 智明 ｽｴﾅｶﾞ ﾄﾓｱｷ 埼玉県 1:26:54.52
353 6163 谷 展希 ﾀﾆ ﾉﾌﾞｷ 東京都 1:27:01.27
354 11403 倉前 隆一 ｸﾗﾏｴ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 1:27:02.68
355 7102 清水 寛岳 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾀｹ 東京都 1:27:08.98
356 4464 庄司 浩将 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾏｻ 蕎麦宗 静岡県 1:27:10.78
357 3136 小林 学 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ ウィンターツリー 山梨県 1:27:25.92
358 6419 鈴木 明浩 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 1:27:26.62
359 14562 石原 泰二郎 ｲｼﾊﾗ ﾀｲｼﾞﾛｳ ｔｅａｍＴＤＵ 埼玉県 1:27:27.08
360 9237 本谷 進二 ﾎﾝﾀﾆ ｼﾝｼﾞ 東京都 1:27:35.13
361 6242 小坂 勇人 ｺｻｶ ﾕｳﾄ 東京都 1:27:35.59
362 9034 青谷 正嗣 ｱｵﾀﾆ ﾏｻｼ 三重県 1:27:36.06
363 7529 古田 健介 ﾌﾙﾀ ｹﾝｽｹ 東京都 1:27:36.09
364 6600 須山 康晴 ｽﾔﾏ ﾔｽﾊﾙ 東京都 1:27:41.43
365 11156 武藤 一成 ﾑﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 東京都 1:27:43.89
366 11170 久永 航輝 ﾋｻﾅｶﾞ ｺｳｷ ＦＭヨコハマザバーン 東京都 1:27:45.16
367 11295 ＨＯ ＳＡＭ Ｕ ﾎｰ ｻﾑﾕｰ ＣＷＳ 東京都 1:27:45.68
368 6203 加藤 光人 ｶﾄｳ ﾐﾂﾋﾄ チーム歯科医（仮） 東京都 1:27:46.24
369 11083 永山 祥二朗 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 日暮里体育大会 東京都 1:27:49.46
370 14085 照屋 耀介 ﾃﾙﾔ ﾖｳｽｹ サークルサイクル 千葉県 1:27:53.02
371 4160 神武 弘頼 ｺｳﾀｹ ﾋﾛﾀｶ Ｈｉｐｓ 東京都 1:27:54.30
372 6274 西 博章 ﾆｼ ﾋﾛｱｷ ＳＵＢＡＲＵ・Ｃ・Ｃ 東京都 1:28:03.79
373 8445 梶原 大揮 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 東京都 1:28:05.27
374 11037 森永 諒 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾘｮｳ 埼玉県 1:28:09.10
375 11482 塩谷 咲人 ｼｵﾔ ｻｷﾄ エンドウ商会 神奈川県 1:28:10.63
376 4202 遠藤 秀俊 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 佐久総合病院 茨城県 1:28:11.42
377 12323 河口 大洋 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ Ｒｅダブルレバーの会 山梨県 1:28:15.80
378 6512 黒澤 真一朗 ｸﾛｻﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 新潟県 1:28:16.27
379 4177 落合 徹 ｵﾁｱｲ ﾄｵﾙ 埼玉県 1:28:20.02
380 7038 櫻井 良樹 ｻｸﾗｲ ﾖｼｷ 埼玉県 1:28:20.82
381 15426 尾崎 亘晃 ｵｻﾞｷ ﾉﾌﾞｱｷ 三重県 1:28:23.86
382 12149 岩本 直也 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵﾔ 三祐ストイック 愛知県 1:28:24.74
383 10192 藤家 華武刀 ﾌｼﾞｲｴ ｶﾌﾞﾄ 新人ズ 神奈川県 1:28:25.35
384 5644 斉藤 祐 ｻｲﾄｳ ﾀｽｸ チーム ライジング 埼玉県 1:28:30.12
385 4075 数馬 清宏 ｶｽﾞﾏ ｷﾖﾋﾛ エンドウ商会 神奈川県 1:28:40.50
386 14540 小倉 英嗣 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 愛知県 1:28:43.15
387 9456 南雲 博文 ﾅｸﾞﾓ ﾋﾛﾌﾐ 重田サイクル 群馬県 1:28:46.85
388 14163 春 尚仁 ﾊﾙ ﾅｵﾋﾄ 東京都 1:28:49.59
389 15563 津田 哲 ﾂﾀﾞ ｻﾄﾙ 千葉県 1:28:49.71
390 15599 清水 清輝 ｼﾐｽﾞ ｾｲｷ 東京都 1:28:54.89
391 6124 江原 大貴 ｴﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 1:28:55.84
392 8139 近藤 友樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 輪人 富山県 1:28:56.01
393 3145 栗栖 嵩 ｸﾘｽ ﾀｶｼ Ｐａｃｉｃｒｅｗ 東京都 1:28:56.03
394 9441 石黒 俊人 ｲｼｸﾞﾛ ﾄｼﾋﾄ 大阪府 1:28:57.84
395 15029 石黒 俊 ｲｼｸﾞﾛ ｼｭﾝ 落車でＧＯ！ 神奈川県 1:28:58.77
396 9268 大岩 将士 ｵｵｲﾜ ｼｮｳｼﾞ Ｆｏｒｚｉ：ｋ愛知 愛知県 1:28:59.88
397 13197 山本 大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ Ｊ１サイクリング 茨城県 1:29:06.47
398 8213 安藤 圭 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲ 寺島良治 東京都 1:29:08.01
399 14010 後藤 一平 ｺﾞﾄｳ ｲｯﾍﾟｲ 静岡県 1:29:08.25
400 6306 内藤 祐輝 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ メイドさん学科自転車部 愛知県 1:29:10.52
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401 11237 加藤 洋平 ｶﾄｳ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 1:29:11.79
402 13198 小川 哲良 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾗ 千葉県 1:29:13.47
403 7075 関 大輔 ｾｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 1:29:13.54
404 15507 明利 憲尚 ﾒｲﾘ ﾉﾘﾋｻ 聖マリアンナ医科大学 神奈川県 1:29:14.98
405 15228 水口 章 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｷﾗ 兵庫県 1:29:16.37
406 8051 廣瀬 篤 ﾋﾛｾ ｱﾂｼ Ｔｅａｍ ｈｕｍａｎｏｉｄ 埼玉県 1:29:16.68
407 13562 菅原 悠 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾅﾀ 埼玉県 1:29:18.09
408 13211 持田 辰弥 ﾓﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ 静岡県 1:29:18.86
409 11487 塙 亜樹徳 ﾊﾅﾜ ｱｷﾉﾘ 茨城県 1:29:21.66
410 5540 望月 琢磨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾏ ＧＯＳＵＬＩＮＩＡ６０ 神奈川県 1:29:24.27
411 5042 渡辺 国明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆｱｷ チーム・コバリン 山梨県 1:29:26.52
412 15019 西川 大貴 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ はんもん自転車部 神奈川県 1:29:27.45
413 4525 千葉 裕己 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｷ にんじんちーん 千葉県 1:29:36.48
414 13332 大場 啓輔 ｵｵﾊﾞ ｹｲｽｹ ノーチラス 山形県 1:29:39.28
415 11255 木下 史啓 ｷﾉｼﾀ ﾌﾐﾋﾛ 東京都 1:29:40.47
416 11380 山下 大輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 湘南ベロクラブ 神奈川県 1:29:49.06
417 4493 田中 裕光 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾂ 埼玉県 1:29:51.99
418 11387 太田 直希 ｵｵﾀ ﾅｵｷ 山梨県 1:29:56.89
419 13180 棚橋 亮太 ﾀﾅﾊｼ ﾘｮｳﾀ ワンダーサイクリング 東京都 1:30:01.38
420 9287 渡邊 一輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ サノクライム 兵庫県 1:30:01.84
421 9450 高橋 直裕 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾛ 矢名會自転車部 神奈川県 1:30:06.79
422 9402 大西 顕司 ｵｵﾆｼ ｹﾝｼﾞ 福井県 1:30:09.24
423 14200 永冨 慎司 ﾅｶﾞﾄﾐ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 1:30:12.51
424 15540 佐藤 健太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 1:30:15.91
425 11279 岩月 洸尚 ｲﾜﾂｷ ﾐﾂﾋｻ 愛知県 1:30:20.01
426 9036 玉利 洋平 ﾀﾏﾘ ﾖｳﾍｲ 埼玉県 1:30:22.15
427 3001 竹内 麻利央 ﾀｹｳﾁ ﾏﾘｵ 神奈川県 1:30:27.48
428 15112 望月 達矢 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾂﾔ 静岡県 1:30:30.48
429 12311 宗田 和樹 ｿｳﾀ ｶｽﾞｷ 東京都 1:30:33.77
430 6161 小林 洋貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 京都府 1:30:45.97
431 10011 若林 弦也 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾔ フォスターロードバイククラブ 東京都 1:30:50.05
432 11102 樋口 槙 ﾋｸﾞﾁ ｼﾝ チーム・ド・忘れ 東京都 1:30:51.24
433 6225 横山 聡一 ﾖｺﾔﾏ ｿｳｲﾁ ＰＲＯＪＥＣＴ―Ｙ 神奈川県 1:30:57.96
434 14184 荒井 善男 ｱﾗｲ ﾖｼｵ リンテック自転車部 埼玉県 1:31:01.22
435 12047 山田 旭 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 神奈川県 1:31:01.99
436 8292 若山 諒 ﾜｶﾔﾏ ﾘｮｳ 東京都 1:31:05.38
437 6357 長根 健 ﾅｶﾞﾈ ﾀｹｼ 山梨県 1:31:05.68
438 4479 川端 元晴 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾓﾄﾊﾙ ＦＩＲＳＴＢＩＫＥＳ 東京都 1:31:08.42
439 8488 藤森 経太 ﾌｼﾞﾓﾘ ｹｲﾀ ＫＥＥＰ ＲＩＮ’Ｓ 豊川 愛知県 1:31:10.54
440 13240 井上 恵介 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 愛知県 1:31:12.35
441 9374 國枝 功佑 ｸﾆｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 東京都 1:31:15.92
442 15058 寺尾 基志 ﾃﾗｵ ﾓﾄｼ 千葉県 1:31:26.77
443 11221 寺川 健 ﾃﾗｶﾜ ｹﾝ 千葉県 1:31:27.76
444 10592 伊藤 尚也 ｲﾄｳ ﾅｵﾔ 東京都 1:31:28.00
445 13156 渡邊 雄太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ Ｙ 静岡県 1:31:33.65
446 8179 山崎 剛史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹｼ 山梨県 1:31:36.68
447 10586 長村 成彦 ｵｻﾑﾗ ﾅﾙﾋｺ 神奈川県 1:31:46.58
448 12481 伊藤 友一朗 ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京ハンガーノックス 埼玉県 1:32:11.99
449 3182 上田 雄也 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 大阪府 1:32:12.94
450 9310 青木 純也 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝﾔ 埼玉県 1:32:16.81



2016/06/12 13:28:00 10 / 20 ページ Official Timer & Result By RECS

451 14076 菊地 三四郎 ｷｸﾁ ｻﾝｼﾛｳ 岩手県 1:32:24.03
452 12060 籾山 大輝 ﾓﾐﾔﾏ ﾀﾞｲｷ ＴＥＡＭ ＫＯＮ 埼玉県 1:32:25.76
453 6334 伊藤 駿治 ｲﾄｳ ｼｭﾝｼﾞ 埼玉県 1:32:29.08
454 8291 角田 隆紀 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶｷ ファーマサイクル 和歌山県 1:32:40.14
455 9465 久我 俊介 ｸｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 富山県 1:32:40.75
456 11236 玉置 和也 ﾀﾏｵｷ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 1:32:43.36
457 13220 井上 拓人 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾄ ＴＱＲ 愛知県 1:33:02.27
458 12286 竹内 俊太 ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝﾀ アールビーコネクション 愛知県 1:33:04.11
459 14112 村上 正馬 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾏ Ｔｅａｍ Ｉ．Ｄ．ｗｏｒｋｓ 東京都 1:33:05.51
460 5460 松本 紘平 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 東京都 1:33:07.11
461 7468 関野 薫星 ｾｷﾉ ｸﾞﾝｼﾞ 神奈川県 1:33:11.39
462 4190 中谷 考輝 ﾅｶﾀﾆ ｺｳｷ パパチャリ 京都府 1:33:11.49
463 5648 石田 泰之 ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 大阪府 1:33:14.17
464 4113 原 隆之 ﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:33:21.58
465 11528 大内 渉平 ｵｵｳﾁ ｼｮｳﾍｲ ＷＵＧ！Ｒａｃｉｎｇ 東京都 1:33:26.11
466 9160 橋本 和雅 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 神奈川県 1:33:27.13
467 9489 平澤 聖人 ﾋﾗｻﾜ ｻﾄﾙ 東京都 1:33:29.71
468 15110 早川 大 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾞｲ 東京都 1:33:31.20
469 8310 賀須井 裕基 ｶｽｲ ﾋﾛｷ キョーリン 栃木県 1:33:35.04
470 4137 星野 光 ﾎｼﾉ ﾋｶﾙ ｒｅｒｉｃ 埼玉県 1:33:40.55
471 9343 関野 豪星 ｾｷﾉ ｺﾞｳｼ 神奈川県 1:33:45.75
472 6041 糸谷 東 ｲﾄﾀﾆ ｱｽﾞﾏ 唐揚げレーシング 神奈川県 1:33:49.38
473 6095 西條 光 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾋｶﾙ 静岡県 1:33:51.29
474 4539 小関 遼 ｺｾｷ ﾘｮｳ ＨＩＰＰＳ 東京都 1:33:53.15
475 15176 安江 紀人 ﾔｽｴ ﾉﾘﾋﾄ 愛知県 1:33:54.01
476 6044 佐沢 知希 ｻｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 東京都 1:33:57.69
477 13285 青木 壮一 ｱｵｷ ｿｳｲﾁ 昭和金型工業 静岡県 1:34:04.63
478 10534 林 晶之 ﾊﾔｼ ﾏｻﾕｷ 毘沙門銀輪会 愛知県 1:34:19.10
479 14359 阪口 慧 ｻｶｸﾞﾁ ｹｲ 神奈川県 1:34:19.28
480 8309 白岩 利映 ｼﾗｲﾜ ﾄｼｱｷ 笹原サイクル 静岡県 1:34:30.49
481 10560 辺見 聡 ﾍﾝﾐ ｻﾄｼ たかなあじ 神奈川県 1:34:33.94
482 13049 佐藤 祥 ｻﾄｳ ｼｮｳ 山梨県 1:34:37.34
483 9301 坂本 辰徳 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ 千葉県 1:34:38.04
484 5285 猶原 理之 ﾅｵﾊﾗ ﾏｻﾕｷ イトダ塾 静岡県 1:34:42.76
485 9267 広渡 航士 ﾋﾛﾜﾀﾘ ｺｳｼﾞ 大阪府 1:34:53.17
486 6256 鈴木 匠真 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 日本体育大学スケート部 神奈川県 1:35:13.72
487 15095 石塚 勇輝 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳｷ 東京都 1:35:14.08
488 8285 長坂 文也 ﾅｶﾞｻｶ ﾌﾐﾔ ペダリスト 神奈川県 1:35:14.16
489 14070 田口 大輔 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 長野県 1:35:19.28
490 8186 佐藤 宏一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ エンドウ商会 神奈川県 1:35:21.57
491 11231 清水 朋哉 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ クストス 東京都 1:35:39.68
492 6264 白戸 裕介 ｼﾗﾄ ﾕｳｽｹ ぎゃざりんぐ！ 神奈川県 1:35:49.06
493 7146 白崎 雄大 ｼﾗｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ ニコンレーシング 神奈川県 1:35:50.12
494 8346 杉山 貴俊 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾄｼ スプリングウィンド２３０ 山梨県 1:35:50.14
495 14293 小川 大輔 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:35:55.60
496 12077 千葉 隼人 ﾁﾊﾞ ﾊﾔﾄ 神奈川県 1:36:04.81
497 15340 小澤 良太 ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨県 1:36:07.89
498 13503 平井 智大 ﾋﾗｲ ﾄﾓﾋﾛ 昭和金型工業 静岡県 1:36:10.45
499 15438 田邉 哲郎 ﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 神奈川県 1:36:26.19
500 14452 山岡 諒平 ﾔﾏｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 1:36:26.55
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501 5212 笹井 雄亮 ｻｻｲ ﾕｳｽｹ ＫＥＩＨＩＮ 栃木県 1:36:26.72
502 4222 佐々木 光 ｻｻｷ ﾋｶﾙ Ｅ－ｋｏｔｏＬＩＦＥ 東京都 1:36:32.08
503 11147 浮川 遼太 ｳｷｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 川崎市トライアスロン部 東京都 1:36:48.90
504 11597 柴野 峻一 ｼﾊﾞﾉ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 1:37:04.42
505 11537 兼岡 邦旭 ｶﾈｵｶ ｸﾆｱｷ マウンテンプリースト 東京都 1:37:05.95
506 15382 岩本 草平 ｲﾜﾓﾄ ｿｳﾍｲ よしおか 東京都 1:37:14.10
507 8404 中山 拓 ﾅｶﾔﾏ ﾀｸ 新潟県 1:37:19.77
508 4459 松下 永龍 ﾏﾂｼﾀ ｴｲﾘｭｳ 零式 愛知県 1:37:26.00
509 13373 西名 慧史 ﾆｼﾅ ｹｲｼ Ｔｅａｍ ＫＯＮ 埼玉県 1:37:33.03
510 9135 山本 佑太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ Ｆａｂｅｌｔｅｍｐｏ 埼玉県 1:37:33.64
511 13483 大平 和史 ｵｵﾋﾗ ｶｽﾞｼ 神奈川県 1:37:38.16
512 3557 大畑 達彦 ｵｵﾊﾀ ﾀﾂﾋｺ スクアドラルオータ 東京都 1:37:46.66
513 14372 宮澤 悠介 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 神奈川県 1:37:49.11
514 15515 本田 和也 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 愛知県 1:37:59.38
515 13478 遠藤 博正 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾏｻ 東京都 1:38:08.79
516 8544 宮本 雅己 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ ＳＲＰ―Ｚ 東京都 1:38:19.35
517 13587 富田 駿 ﾄﾐﾀ ｽｸﾞﾙ サークルサイクル 千葉県 1:38:31.05
518 14153 寺澤 貴 ﾃﾗｻﾜ ﾀｶｼ 千葉県 1:38:32.37
519 12516 藤橋 孝行 ﾌｼﾞﾊｼ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 1:38:35.34
520 15191 郷司 飛馬 ｺﾞｳｼﾞ ﾋｳﾏ 神奈川県 1:38:37.25
521 15189 根岸 直樹 ﾈｷﾞｼ ﾅｵｷ 静岡県 1:38:42.76
522 15039 山田 尚幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 東京都 1:38:50.29
523 14111 多田 一樹 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞｷ Ｔｅａｍ Ｉ．Ｄ．ｗｏｒｋｓ 東京都 1:38:51.65
524 10456 岩金 弘樹 ｲﾜｶﾈ ﾋﾛｷ 成田の夜 静岡県 1:38:53.87
525 9309 伊藤 達哉 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 宮城県 1:38:54.97
526 14088 土方 健太 ﾋｼﾞｶﾀ ｹﾝﾀ ベジタリアン 神奈川県 1:39:01.55
527 3025 谷中 昭文 東京都 1:39:07.78
528 13369 綾部 兼大 ｱﾔﾍﾞ ｹﾝﾀ 長野県 1:39:11.65
529 11533 小谷 翔 ｺﾀﾆ ｼｮｳ 神奈川県 1:39:20.89
530 6219 伊藤 裕朗 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 東京都 1:39:21.72
531 6202 一山 佑介 ｲﾁﾔﾏ ﾕｳｽｹ ちゃりんちゅ 大阪府 1:39:29.47
532 12233 落合 一全 ｵﾁｱｲ ｶｽﾞｱｷ 埼玉県 1:39:30.00
533 8058 栗木 貴史 ｸﾘｷ ﾀｶｼ 愛知県 1:39:32.35
534 14254 竹内 良太郎 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ ロードバイクコネクション 愛知県 1:39:35.83
535 15575 MinChien Hsiao MinChien Hsiao Ｓａｍ ｂｉｋｅ 1:39:38.68
536 7134 後藤 慶士 ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ 東京都 1:39:50.18
537 11519 田村 恭平 ﾀﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ フナテンサンニクオゴッテヨ 千葉県 1:39:50.68
538 8277 加藤 星也 ｶﾄｳ ｾｲﾔ 埼玉県 1:39:58.87
539 13029 梅澤 悟 ｳﾒｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 神奈川県 1:40:01.71
540 9543 長谷川 豪 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 埼玉県 1:40:02.18
541 6238 東 勝哉 ﾋｶﾞｼ ｶﾂﾔ 千葉県 1:40:11.18
542 9181 川口 燿 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 神奈川県 1:40:26.93
543 3510 上田 誠也 ｳｴﾀﾞ ｾｲﾔ ＶＳＥＲＡＣＩＮＧ 東京都 1:40:33.87
544 9505 芝 尚登 ｼﾊﾞ ﾀｶﾄ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 1:40:37.48
545 12598 相模 悠生 ｻｶﾞﾐ ﾕｳｷ 東京都 1:40:40.87
546 8403 長友 一樹 ﾅｶﾞﾄﾓ ｶｽﾞｷ Ｊ１サイクリング 茨城県 1:40:41.41
547 9559 柚木 英利 ﾕﾉｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 静岡県 1:40:46.08
548 14315 仁藤 洋志 ﾆﾄｳ ﾋﾛｼ 静岡県 1:40:47.79
549 11561 野口 大介 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:40:54.26
550 4606 佐藤 友洋 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ エシュロン・ヴェロダイナミク 東京都 1:40:57.76
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551 13475 金指 雄太 ｶﾅｻﾞｼ ﾕｳﾀ 東京都 1:40:59.26
552 15185 深井 将紀 ﾌｶｲ ﾏｻｷ 神奈川県 1:41:00.21
553 9284 山田 雄太 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ ｔｅａｍ平松木型 愛知県 1:41:02.97
554 9524 漣 竜乃介 ｻｻﾞﾅﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知県 1:41:05.14
555 14019 山田 良磨 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 東京都 1:41:06.44
556 9087 尾関 亮 ｵｾﾞｷ ﾘｮｳ チームＦーＤＯＣ 東京都 1:41:08.15
557 14512 梁川 貴泰 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀｶﾔｽ ＴＥＡＭ６寮 愛知県 1:41:21.89
558 9354 高橋 裕一郎 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ ＭａｒｕＧｉ Ｃｌｕｂ 静岡県 1:41:22.57
559 7023 加藤 裕 ｶﾄｳ ﾕｳ ＡＴＧ Ｔｒ Ｂ＆Ｇ 神奈川県 1:41:22.88
560 15050 釜 幸聖 ｶﾏ ﾕｷﾏｻ 神奈川県 1:41:26.96
561 9457 森 考浩 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 1:41:27.86
562 9555 服部 匠真 ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳﾏ チーム歯科医（仮） 神奈川県 1:41:35.01
563 9426 森 琢也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ 新人ズ 神奈川県 1:41:38.14
564 15209 伊倉 将洋 ｲｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 東京都 1:41:40.09
565 12465 鈴木 潤樹 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｷ 千葉県 1:41:41.25
566 12085 吉川 直樹 ﾖｼｶﾜ ﾅｵｷ ミズノサイクル部 大阪府 1:41:42.00
567 6176 増田 康太郎 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 1:41:44.86
568 8187 小林 義幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾕｷ マグナム 愛知県 1:41:45.38
569 11268 難波 秀剛 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 埼玉県 1:41:45.60
570 13200 立石 翔 ﾀﾃｲｼ ﾋﾛ 東京都 1:41:45.71
571 13388 吉田 航平 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東京都 1:42:01.14
572 11430 山田 裕文 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 埼玉県 1:42:06.15
573 8329 野澤 亮太 ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ヒューマノイド 栃木県 1:42:07.26
574 15401 山内 祐紀 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 東京都 1:42:08.38
575 15533 古川 達也 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾂﾔ 静岡県 1:42:08.60
576 4409 松田 健太郎 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 1:42:11.97
577 9321 高橋 佑樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 新潟県 1:42:17.10
578 8433 満生 将成 ﾐﾂｲｷ ﾏｻﾅﾘ ミツイキサイクルＲ・Ｔ 神奈川県 1:42:18.13
579 6232 杉本 大知 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 東京都 1:42:24.34
580 11244 小林 達矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ シーナック 静岡隊 静岡県 1:42:32.82
581 7536 菅谷 雄也 ｽｶﾞﾔ ﾕｳﾔ ますら～や 千葉県 1:42:35.43
582 15532 市川 遼太郎 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 埼玉県 1:42:42.45
583 11152 石塚 智達 ｲｼﾂﾞｶ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1:43:27.69
584 9091 加々美 友宏 ｶｶﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1:43:29.82
585 14022 稲垣 祥平 ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 埼玉県 1:43:37.05
586 14376 弓削 皓斗 ﾕｹﾞ ﾋﾛﾄ ガラナ 京都府 1:43:44.17
587 9127 桂田 良 ｶﾂﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 東京都 1:43:44.54
588 14375 山田 靖之 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ ＧＵＡＲＡＮＡ 京都府 1:43:44.68
589 14063 長岡 温 ﾅｶﾞｵｶ ｱﾂｼ 大阪府 1:43:54.02
590 13111 下田 直 ｼﾓﾀﾞ ﾅｵ 千葉県 1:43:57.32
591 13182 山内 一輝 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ワンダーサイクリング 東京都 1:44:02.85
591 13184 岩崎 博文 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾌﾐ ワンダーサイクリング 東京都 1:44:02.85
593 5114 李 致萬 ｲ ﾁﾏﾝ 東京都 1:44:08.92
594 15457 清水 昭洋 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 1:44:09.98
595 8234 芥川 俊輔 ｱｸﾀｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 東京都 1:44:13.19
596 15073 原 弦太郎 ﾊﾗ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 東京都 1:44:14.00
597 4371 池 侑樹 ｲｹ ﾕｳｷ 東京都 1:44:15.09
598 11105 丸山 毅 ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾖｼ 東京都 1:44:15.15
599 6434 山之内 健太 ﾔﾏﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 福岡県 1:44:15.77
600 13566 康村 裕翔 ﾔｽﾑﾗ ﾕｻﾝ 神奈川県 1:44:19.21
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601 11281 抜迫 元気 ﾇｷｻﾞｺ ｹﾞﾝｷ 愛知県 1:44:32.98
602 9535 西田 拡生 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｷ イトダ塾 静岡県 1:44:45.27
603 5448 林 裕貴 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ ＫＥＩＨＩＮ 栃木県 1:44:47.45
604 8008 田邊 健 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 千葉県 1:45:02.64
605 11280 武次 奎耶 ﾀｹﾂｸﾞ ｹｲﾔ 愛知県 1:45:04.02
606 5338 石川 裕喜 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ 東京都 1:45:06.18
607 11149 真弓 健治 ﾏﾕﾐ ｹﾝｼﾞ 愛知県 1:45:09.44
608 14253 兵頭 謙二 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ ｃｈｉｌｄｓｔａｍｐ 神奈川県 1:45:13.13
609 10025 茂木 聡嗣 ﾓｷﾞ ｻﾄｼ ＮＯＮＧＲＩＤ 東京都 1:45:14.15
610 14218 山内 俊輔 ﾔﾏｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 1:45:17.20
611 5525 大西 翔一郎 ｵｵﾆｼ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 東京都 1:45:17.68
612 12126 神原 健吾 ｶﾝﾊﾞﾗ ｹﾝｺﾞ ファーマサイクル 大阪府 1:45:21.04
613 10453 山下 修吾 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｺﾞ ファーマサイクル 大阪府 1:45:21.07
614 9063 井上 卓哉 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 三重県 1:45:25.49
615 8335 松田 健士 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ Ｐａｃｉｃｒｅｗ 東京都 1:45:51.27
616 6478 小林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 神奈川県 1:45:54.38
617 15577 佐藤 俊介 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 愛知県 1:45:57.01
618 14368 坂井 佑輔 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ パーカー 神奈川県 1:46:05.62
619 9462 関 拓人 ｾｷ ﾀｸﾄ 山梨県 1:46:14.78
620 11177 森田 将司 ﾓﾘﾀ ﾏｻｼ 千葉県 1:46:35.53
621 14472 涼太 糠信 ﾘｮｳﾀ ﾇｶﾉﾌﾞ 子沢山 埼玉県 1:46:36.92
622 3394 田中 直生 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ Ｂｅａｃｈ 埼玉県 1:46:38.15
623 11103 有光 佑亮 ｱﾘﾐﾂ ﾕｳｽｹ 神奈川県 1:46:45.45
624 4516 柏木 稔基 ｶｼﾜｷﾞ ﾄｼｷ 静岡県 1:46:45.79
625 9512 鈴木 洋平 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 1:46:47.53
626 5442 長瀬 智紀 ﾅｶﾞｾ ﾄﾓｷ からあげ 東京都 1:46:49.42
627 9411 森 祐次郎 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞﾛｳ 埼玉県 1:46:55.29
628 10116 鈴木 翼 ｽｽﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 東京都 1:46:56.06
629 11262 山本 雄基 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 神奈川県 1:47:01.86
630 9260 三沢 一郎 ﾐｻﾜ ｲﾁﾛｳ 三祐ストイック 愛知県 1:47:03.92
631 3009 雨宮 渡 ｱﾒﾐﾔ ﾜﾀﾙ フォルジ―ク山梨 山梨県 1:47:13.70
632 15103 川本 章太 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 東京都 1:47:18.54
633 8413 松浦 浩太 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀ 茨城県 1:47:18.56
634 10493 對馬 寛之 ﾂｼﾏ ﾋﾛﾕｷ チームティーエスエイチ 東京都 1:47:19.87
635 14499 辻本 祐輔 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ 静岡県 1:47:23.94
636 14061 高田 慎也 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾔ Ｂｅ－Ｕｎｉｔｉｚｅｄ 大阪府 1:47:24.28
637 13600 青木 拳 ｱｵｷ ｹﾝ 滋賀県 1:47:35.96
638 10332 中村 裕太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ ＹＫＫ ＢＩＧ ＦＯＲＥＳＴ 神奈川県 1:47:44.86
639 4460 小宮山 和弘 ｺﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ビチクレッタアルベロ 大阪府 1:47:49.58
640 7469 福田 大賀 ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ＫＩＰ 京都府 1:47:53.71
641 9375 江森 一茂 ｴﾓﾘ ｶｽﾞﾓ 東京都 1:47:55.57
642 14148 滝口 真太郎 ﾀｷｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 群馬県 1:47:56.72
643 13392 古屋 光 ﾌﾙﾔ ﾋｶﾙ よしおか 東京都 1:48:00.02
644 12571 秋吉 貴裕 ｱｷﾖｼ ﾀｶﾋﾛ ＯＨＫＡ ＢＦ 神奈川県 1:48:00.98
645 15071 福田 知久 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ 東京都 1:48:01.28
646 15486 嶺出 湧太 ﾐﾈﾃﾞ ﾕｳﾀ 東京都 1:48:03.85
647 11153 河崎 宏貴 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾀｶ 東京都 1:48:05.03
648 12117 大嶋 英輔 ｵｵｼﾏ ｴｲｽｹ ぎゃざりんぐ！ 神奈川県 1:48:05.12
649 11554 木村 雄大 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 静岡県 1:48:10.00
650 14521 川瀬 陽平 ｶﾜｾ ﾖｳﾍｲ 愛知県 1:48:15.11
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651 7449 牧嶋 哲生 ﾏｷｼﾏ ﾃﾂｵ 新潟県 1:48:19.56
652 6470 平山 雄 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｹｼ 東京都 1:48:25.84
653 15255 宮﨑 大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｼ 山梨県 1:48:29.05
654 11055 水野 周太 ﾐｽﾞﾉ ｼｭｳﾀ 愛知県 1:48:54.96
655 9351 小澤 裕 ｵｻﾞﾜ ﾕﾀｶ ＭａｒｕＧｉ Ｃｌｕｂ 静岡県 1:48:57.63
656 3006 青沼 渉 ｱｵﾇﾏ ｼｮｳ Ｆｏｒｚｉ：ｋ山梨 山梨県 1:49:02.66
657 10208 久慈 成晃 ｸｼﾞ ｼｹﾞｱｷ 東京都 1:49:09.86
658 8528 柴田 健一 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｲﾁ ＶＩＶＡＣＥ 神奈川県 1:49:20.63
659 14152 佐藤 隼介 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 千葉県 1:49:26.74
660 9466 高橋 薫 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾙ ＹＨＣＣ 愛知県 1:49:29.29
661 9509 関口 貴拡 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 1:49:33.18
662 13346 田島 良記 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼｷ 神奈川県 1:49:37.08
663 10106 天川 祐太朗 ｱﾏｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 東京都 1:49:56.34
664 9361 丸渕 聖悟 ﾏﾙﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ ＴＥＡＭーＣＦＫ 埼玉県 1:49:58.03
665 11260 金村 隼介 ｶﾅﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 最後までチョコたっぷり 埼玉県 1:50:02.39
666 9558 麻生 速人 ｱｿｳ ﾊﾔﾄ シルバーリング 東京都 1:50:09.25
667 8450 古野 慎也 ﾌﾙﾉ ｼﾝﾔ 東京都 1:50:11.00
668 8380 柴田 圭佑 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ ビチクレッタアルベロ 大阪府 1:50:11.87
669 13355 神先 恭輔 ｶﾝｻﾞｷ ｷｮｳｽｹ 滋賀県 1:50:12.53
670 14083 原田 宏樹 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:50:32.76
671 13236 谷口 幸平 ﾀﾆｸﾞﾆ ｺｳﾍｲ 社畜ペダル 愛知県 1:50:40.99
672 11437 中村 拓也 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 埼玉県 1:50:44.36
673 7568 大山 徹 ｵｵﾔﾏ ﾄｵﾙ 岐阜県 1:50:45.25
674 13340 竹内 久生 ﾀｹｳﾁ ﾋｻｵ 酒豪秘伝は１％が２人 愛知県 1:50:52.57
675 11590 辻村 秀樹 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ ツージー 埼玉県 1:51:00.87
676 15321 江藤 哲明 ｴﾄｳ ﾃﾂｱｷ 東京都 1:51:01.45
677 15453 金杉 真也 ｶﾅｽｷﾞ ｼﾝﾔ 東京都 1:51:02.60
678 15478 山口 夏季 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ コンタクトクライマー 山梨県 1:51:03.52
679 9488 滝田 太郎 ﾀｷﾀ ﾀﾛｳ 東大宮チャリ部 埼玉県 1:51:04.32
680 6098 泉 暁博 ｲｽﾞﾐ ｱｷﾋﾛ ｃａｎｎｏｎｄａｌｅ横浜 東京都 1:51:11.12
681 14455 寺西 洋輔 ﾃﾗﾆｼ ﾖｳｽｹ 静岡県 1:51:19.22
682 13235 柴田 健永 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄｳ 社畜ペダル 愛知県 1:51:23.14
683 11010 田村 陸 ﾀﾑﾗ ﾘｸ 東京都 1:51:44.60
684 8551 伊藤 潤司 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ ｐａｃｉｃｒｅｗ 東京都 1:51:48.16
685 15038 芝田 隼斗 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾔﾄ 酒豪秘伝 愛知県 1:52:06.51
686 15519 進藤 尚輝 ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 埼玉県 1:52:11.62
687 8366 山城 將嗣 ﾔﾏｼﾛ ﾏｻﾂｸﾞ 東京都 1:52:22.67
688 13544 赤澤 弾 ｱｶｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ ワタナベラボ 宮城県 1:52:23.90
689 10404 瀬良 昌大 ｾﾗ ｼｮｳﾀ コギー青葉台 神奈川県 1:52:24.25
690 14255 平野 裕也 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾔ ｃｈｉｌｄｓｔａｍｐ 神奈川県 1:52:24.55
691 14202 安田 直樹 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 1:52:25.39
692 14068 小川 翔 ｵｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 東京都 1:52:28.57
693 15592 岩鍛治 拓 ｲﾜｶｼﾞ ﾀｸ 千葉県 1:52:31.97
694 13245 飯盛 啓史 ｲｻｶｲ ﾋﾛﾌﾐ ＯＲＡＮＧＥＮＥＥＲ 静岡県 1:52:33.43
695 15057 武藤 寛人 ﾑﾄｳ ﾋﾛﾄ 岐阜県 1:52:34.02
696 13575 武田 哲斉 ﾀｹﾀﾞ ﾃｯｾｲ オルテマジーノ 千葉県 1:52:39.91
697 10573 森山 祐至 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｼ 飯能 埼玉県 1:52:41.03
698 7382 星名 広太 ﾎｼﾅ ｺｳﾀ チームハルヒル 埼玉県 1:52:41.88
699 5132 中村 竜太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 東京都 1:52:50.90
700 14090 浅妻 純弥 ｱｻﾂﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ ベジタリアン 神奈川県 1:52:55.47
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701 8028 本山 和摩 ﾓﾄﾔﾏ ｶｽﾞﾏ ペダリスト 神奈川県 1:52:55.83
702 13039 小林 岳洋 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 長野県 1:52:56.00
703 8328 谷本 大輔 ﾀﾆﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ ますら～や 東京都 1:53:02.50
704 9379 荒井 浩平 ｱﾗｲ ｺｳﾍｲ 新人ズ 東京都 1:53:09.07
705 14281 中村 亮太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 東京都 1:53:11.40
706 14251 成相 海太 ﾅﾘｱｲ ｶｲﾀ みつ 東京都 1:53:15.29
707 13364 手塚 義大 ﾃﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 1:53:22.39
708 15296 小椋 真吾 ｵｸﾞﾗ ｼﾝｺﾞ パッチワーク 埼玉県 1:53:33.98
709 9035 野坂 貴之 ﾉｻｶ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:53:35.12
710 13401 内田 光俊 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ ＶＳＥＲａｃｉｎｇ 東京都 1:53:46.45
711 15070 大久保 裕司 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ 大阪府 1:53:56.76
712 13595 森 修弥 ﾓﾘ ｼｭｳﾔ 京都府 1:53:59.03
713 8546 酒井 駿 ｻｶｲ ｼｭﾝ じて吉 千葉県 1:54:00.72
714 6128 時森 大輔 ﾄｷﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 1:54:10.13
715 9383 荻野 誠亮 ｵｷﾞﾉ ｾｲｽｹ 山梨県 1:54:22.64
716 15567 小島 教嗣 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾂｸﾞ 千葉県 1:54:27.04
717 6192 森 雄治 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:54:37.78
718 4399 片岡 達耶 ｶﾀｵｶ ﾀﾂﾔ チームカチョーサン 東京都 1:54:38.50
719 15419 高橋 佑行 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 千葉県 1:54:46.44
720 5270 一戸 翔 ｲﾁﾉﾍ ｶｹﾙ グレイシー 東京都 1:54:46.61
721 8211 千葉 幸秀 ﾁﾊﾞ ﾕｷﾋﾃﾞ Ｐｏｒｃｏ Ｎｅｒｏ 神奈川県 1:54:47.56
722 7374 WenTong Liu WenTong Liu Ｔａｉｗａｎ Ｃａｔ Ｃａｖａｌｉｅｒ 1:54:54.67
723 13454 松井 崇浩 ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 奈良県 1:54:55.41
724 13060 阿部 直人 ｱﾍﾞ ﾅｵﾄ 新潟県 1:55:00.89
725 9007 若林 健太郎 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:55:09.49
726 15032 川上 隆博 ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:55:11.17
727 13357 木村 大輝 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 1:55:14.62
728 13350 鈴木 直樹 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 神奈川県 1:55:25.08
729 9204 大瀧 知彦 ｵｵﾀｷ ﾄﾓﾋｺ 蕎麦宗 静岡県 1:55:29.73
730 14155 渡邉 健義 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾃﾖｼ 千葉県 1:55:35.85
731 15130 児玉 翔太 ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ 神奈川県 1:55:36.22
732 12541 川渕 健治 ｶﾜﾌﾁ ｹﾝｼﾞ 群馬県 1:55:41.62
733 8230 古口 和真 ｺｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 東京中央卸売市場診療所 東京都 1:55:46.46
734 13490 村木 亮平 ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾍｲ 茨城県 1:55:48.11
735 12449 小林 翼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 山梨県 1:55:48.94
736 13091 岡崎 真也 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾔ ベジタリアン 神奈川県 1:55:58.42
737 10469 高木 勇志 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:55:59.23
738 12088 伊藤 遼優 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾕｳ 千葉県 1:56:07.92
739 15408 阿部 寛大 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 1:56:08.90
740 15107 小島 颯 ｺｼﾞﾏ ﾊﾔﾃ ＮＣＦ 東京都 1:56:09.07
741 13446 石川 裕也 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾔ 愛知県 1:56:09.77
742 14401 髙塩 諒建 ﾀｶｼｵ ﾘｮｳｹﾝ 埼玉県 1:56:30.79
743 9324 高橋 昂平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ ＶＳＥＲＡＣＩＮＧ 神奈川県 1:56:53.07
744 12219 島田 貴仁 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 神奈川県 1:57:16.87
745 14565 照内 康介 ﾃﾙｳﾁ ｺｳｽｹ 東京都 1:57:38.08
746 6513 澤田 真也 ｻﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 千葉県 1:57:39.68
747 13305 森下 俊平 ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 大阪府 1:57:41.70
748 6215 大西 正勝 ｵｵﾆｼ ﾏｻｶﾂ 静岡県 1:57:45.83
749 15125 高橋 孝幸 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 1:57:46.82
750 5036 二宮 靖治 ﾆﾉﾐﾔ ﾔｽﾊﾙ ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都 1:58:17.81
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751 8525 児玉 崇裕 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:58:19.15
752 9507 三好 俊介 ﾐﾖｼ ｼｭﾝｽｹ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 1:58:24.55
753 11233 矢田 晋太郎 ﾔﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 新潟県 1:58:28.60
754 10330 松村 知 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓ 神奈川県 1:58:31.31
755 5347 山口 良昌 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾏｻ シャイニングアークス 東京都 1:58:32.53
756 9133 井出 裕也 ｲﾃﾞ ﾕｳﾔ 静岡県 1:58:53.58
757 9525 山本 彬義 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾖｼ チーム田村医院 東京都 1:59:09.60
758 14598 井坂 俊介 ｲｻｶ ｼｭﾝｽｹ 笹原サイクル 神奈川県 1:59:15.69
759 13160 佐藤 嵩浩 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 東京中央卸売市場しんりょうじ 愛知県 1:59:21.42
760 15427 福永 和成 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 東京都 1:59:25.63
761 15403 玉置 大悟 ﾀﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川県 1:59:32.35
762 9043 原田 智広 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1:59:34.96
763 13501 大串 達也 ｵｵｸｼ ﾀﾂﾔ クロスヘッズ 千葉県 1:59:39.76
764 5401 荻原 俊輝 ｵｷﾞﾜﾗ ﾄｼｷ からあげ部 千葉県 1:59:43.06
765 9427 浅見 英輝 ｱｻﾐ ｴｲｷ ペダリスト 神奈川県 1:59:43.65
766 15574 FUCHIEN CHUNG FUCHIEN CHUNG Ｓａｍ ｂｉｋｅ 1:59:48.11
767 11605 中里 英行 ﾅｶｻﾞﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 1:59:49.72
768 14502 今井 悠 ｲﾏｲ ﾕｳ 東京都 1:59:52.92
769 15424 中村 賢佑 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｽｹ 東京都 2:00:12.88
770 12536 張田 雅健 ﾊﾘﾀ ﾏｻｶﾂ 東京都 2:00:35.91
771 15351 石川 弘二 ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 東京都 2:00:36.69
772 8482 歌代 拓未 ｳﾀｼﾛ ﾀｸﾐ 東京都 2:00:45.87
773 14524 石井 優希 ｲｼｲ ﾕｳｷ 山梨県 2:00:46.11
774 10474 安藤 盛洋 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 埼玉県 2:00:46.65
775 3008 織戸 一樹 ｵﾘﾄ ｶｽﾞｷ オリトス 茨城県 2:00:48.09
776 3501 水口 雅月 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶﾂﾞｷ ＶＳＥＲａｃｉｎ 東京都 2:01:26.53
777 12039 舘 祐太朗 ﾀﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 東京都 2:01:34.23
778 13389 比留川 和真 ﾋﾙｶﾜ ｶｽﾞﾏ Ｋｉｎｇ Ｋａｚｕｍａ 東京都 2:01:39.70
779 13354 鐵重 碧仁 ﾃﾂｼﾞｭｳ ｱｵﾄ 埼玉県 2:01:45.10
780 13031 佐藤 祥平 ｻﾄｳ ｼｮｳﾍｲ ワタナベラボ 宮城県 2:01:49.27
781 14171 栄森 竜太郎 ｴｲﾓﾘ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東京都 2:01:51.69
782 9212 佐々木 貴士 ｻｻｷ ﾀｶｼ 千葉県 2:01:54.50
783 9316 奥野 将太 ｵｸﾉ ｼｮｳﾀ 大阪府 2:01:54.89
784 11018 鳥飼 雄亮 ﾄﾘｶｲ ﾕｳｽｹ 東京都 2:02:17.76
785 9275 松川 昌志 ﾏﾂｶﾜ ﾏｻｼ コブラ会 大阪府 2:02:19.71
786 15361 樋田 和也 ﾄｲﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 名古屋連合自転車部 三重県 2:02:25.98
787 15360 三輪 卓万 ﾐﾜ ﾀｸﾏ 名古屋連合自転車部 愛知県 2:02:26.95
788 15359 田附 光 ﾀﾂﾞｹ ﾋｶﾙ 名古屋連合自転車部 滋賀県 2:02:27.15
789 13062 丸 遼吾 ﾏﾙ ﾘｮｳｺﾞ 東京都 2:02:27.74
790 4551 坂本 大地 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 愛知県 2:02:35.86
791 15271 杉田 正太郎 ｽｷﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ ＫＫＴＣ 神奈川県 2:02:43.06
792 12544 芳平 正輝 ﾖｼﾀｲ ﾏｻｷ 東京都 2:02:45.06
793 8108 織戸 成伸 ｵﾘﾄ ｼｹﾞﾉﾌﾞ オリトス 茨城県 2:02:53.34
794 14599 豊泉 諭史 ﾄﾖｲｽﾞﾐ ｻﾄｼ 静岡県 2:03:08.34
795 11500 中村 信貴 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 東京都 2:03:15.76
796 4250 荻田 良徳 ｵｷﾞﾀ ﾖｼﾉﾘ パパチャリ 奈良県 2:03:18.50
797 7603 井上 弘樹 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｷ 埼玉県 2:03:44.09
798 9092 浅岡 惠一 ｱｻｵｶ ｹｲｲﾁ がちいわ 東京都 2:03:49.76
799 12577 塚田 淳也 ﾂｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 千葉県 2:04:02.26
800 15508 児玉 将吾 ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 埼玉県 2:04:04.16
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801 8577 森川 智貴 ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ イーグル 東京都 2:04:08.07
802 5624 桐生 雅大 ｷﾘｭｳ ﾏｻﾋﾛ 群馬県 2:04:08.40
803 10598 石井 亮介 ｲｼｲ ﾘｮｳｽｹ 東京都 2:04:12.41
804 15018 中川 貴暁 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 神奈川県 2:04:15.75
805 15124 野澤 宏規 ﾉｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 千葉県 2:04:32.58
806 11593 鷲田 雄大 ﾜｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ミズノサイクル部 大阪府 2:04:46.87
807 15143 近藤 諒策 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｻｸ 愛媛県 2:04:52.67
808 14517 花房 泰輔 ﾊﾅﾌｻ ﾀｲｽｹ ＮＣＦ 東京都 2:05:01.09
809 14448 並木 文彦 ﾅﾐｷ ﾌﾐﾋｺ シクロクラブ 埼玉県 2:05:02.90
810 15333 坂本 宙彌 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾔ イボッツ 東京都 2:05:30.66
811 5425 仲村 実祐 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｳ アステクノス 静岡県 2:05:32.45
812 12181 稲葉 海斗 ｲﾅﾊﾞ ｶｲﾄ 東京都 2:05:35.59
813 9461 佐藤 史明 ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ バイセオ川口 埼玉県 2:05:39.95
814 15572 垣生 彬 ﾊﾌﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 2:05:50.55
815 12419 YUN CHENG TSAI YUN CHENG TSAI Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:05:53.14
816 12570 泉 竜之輔 ｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ ＨＩＰＳ－ＴＴ 東京都 2:06:26.46
817 8405 宮脇 大樹 ﾐﾔﾜｷ ﾀﾞｲｷ 東京都 2:06:33.63
818 10494 森 かむい ﾓﾘ ｶﾑｲ 東京都 2:06:34.16
819 15463 加藤 公亮 ｶﾄｳ ｺｳｽｹ 千葉県 2:06:50.08
820 4393 内海 義生 ｳﾂﾐ ﾖｼｵ 神奈川県 2:07:00.40
821 7384 浅野 拓也 ｱｻﾉ ﾀｸﾔ ジェイピースポーツグループ 京都府 2:07:00.86
822 13107 三浦 亮太 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾀ 東京都 2:07:11.34
823 4613 千葉 修之介 ﾁﾊﾞ ｼｭｳﾉｽｹ 神奈川県 2:07:24.13
824 15391 中村 竜乃介 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 東京都 2:07:38.08
825 13430 福田 修平 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 栃木県 2:07:42.16
826 15290 垣内 元気 ｶｷｳﾁ ｹﾞﾝｷ 栃木県 2:07:53.22
827 15415 畠山 亮 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳ 千葉県 2:07:58.98
828 6432 高橋 将 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 東京都 2:08:16.99
829 12460 平岡 司 ﾋﾗｵｶ ﾂｶｻ 愛媛県 2:08:28.03
830 10026 青山 翔 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳ 愛知県 2:08:47.04
831 12437 TSUNG HUA HSIEH TSUNG HUA HSIEH Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:09:22.98
832 6217 坪谷 勇太朗 ﾂﾎﾞﾔ ﾕｳﾀﾛｳ ちゃりんちゅ 兵庫県 2:09:26.26
833 14017 石原 和幸 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ うさぎ３ 山梨県 2:09:26.33
834 6210 佐々木 啓成 ｻｻｷ ﾋﾛｼｹﾞ ちゃりんちゅ 兵庫県 2:09:54.50
834 13462 市村 聖也 ｲﾁﾑﾗ ｾｲﾔ 東京都 2:09:54.50
836 15597 金子 悠剛 ｶﾈｺ ﾕｳｺﾞ シクロクラブ 東京都 2:10:08.26
837 14328 森 健太 ﾓﾘ ｹﾝﾀ 東京都 2:10:12.26
838 15375 渡辺 侑一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県 2:10:21.27
839 13486 佐々木 逸士 ｻｻｷ ｲﾂｼ 東京都 2:10:31.83
840 9577 湖口 淳 ｺｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 京セラ関東トライアスロン部 神奈川県 2:10:35.38
841 13371 鈴木 竜一 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ ヲンゲン 神奈川県 2:10:57.72
842 11093 熊谷 了 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳ 神奈川県 2:11:06.58
843 12318 吉田 昌史 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 中川サイクル 愛知県 2:11:21.83
844 13598 村上 望 ﾑﾗｶﾐ ﾉｿﾞﾑ 静岡県 2:11:44.75
845 12127 岡 智宏 ｵｶ ﾄﾓﾋﾛ ファーマサイクル 静岡県 2:11:55.06
846 12430 ZHONG HUI SU ZHONG HUI SU Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:11:55.18
847 13524 樋口 大輔 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 2:12:03.51
848 13293 佐野 厚志 ｻﾉ ｱﾂｼ 神奈川県 2:12:26.83
849 15114 飯島 篤 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾂｼ 東京都 2:12:36.48
850 7476 最上 麻弥 ﾓｶﾞﾐ ﾏﾔ 埼玉県 2:12:46.99
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851 13535 島崎 啓太 ｼﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ Ｕ－ＭＸ 東京都 2:13:05.39
852 14024 猪股 啓太 ｲﾉﾏﾀ ｹｲﾀ モンキーロットン／八角堂 山梨県 2:13:19.29
853 11064 川口 港 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ ペッコ 東京都 2:13:25.91
854 11169 大塚 眞司 ｵｵﾂｶ ｼﾝｼﾞ ＦＭヨコハマザバーン 東京都 2:13:30.70
855 5407 山田 大樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ ランタンルージュ 大阪府 2:13:30.74
856 6212 丸山 竜仙 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾉﾘ ちゃりんちゅ 兵庫県 2:13:39.98
857 12107 西山 駿介 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ ＶＤＦ春日部 埼玉県 2:14:26.03
858 15055 藪崎 渡 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 静岡県 2:14:51.17
859 15053 倉持 秀行 ｸﾗﾓﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 2:15:35.97
860 14115 松本 諒介 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ Ｔｅａｍ Ｉ．Ｄ．ｗｏｒｋｓ 千葉県 2:15:57.82
861 3454 奥村 拳 ｵｸﾑﾗ ｹﾝ ＶＳＥＲａｃｉｎｇ 東京都 2:16:10.82
862 15498 佐藤 光平 ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 東京都 2:17:00.30
863 14485 庄子 亘 ｼｮｳｼﾞ ﾜﾀﾙ 埼玉県 2:17:09.47
864 15128 竹内 湧馬 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾏ 埼玉県 2:17:19.99
865 15236 鈴木 一郎 ｽｽﾞｷ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:17:50.12
866 6576 尾崎 史享 ｵｻﾞｷ ﾌﾐﾀｶ 東京都 2:18:15.60
867 8423 平山 光嗣 ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾂｸﾞ コロコロズ 埼玉県 2:19:28.85
868 14260 永田 耕平 ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾍｲ 神奈川県 2:19:29.55
869 11474 橋本 浩全 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 奈良県 2:20:08.66
870 15248 和誠 糠信 ｶｽﾞｼｹﾞ ﾇｶﾉﾌﾞ 子沢山 埼玉県 2:20:27.97
871 8458 黒川 翔 ｸﾛｶﾜ ｼｮｳ ペダリスト 神奈川県 2:20:31.71
872 14430 Po Hung Lin Po Hung Lin Ｔａｉｗａｎ Ｃａｔ Ｃａｖａｌｉｅｒ 2:20:35.45
873 15240 天野 俊二 ｱﾏﾉ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川県 2:21:30.62
874 15173 田邉 裕応 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｵｳ 広島県 2:22:21.28
875 12055 山岡 翔 ﾔﾏｵｶ ｼｮｳ 神奈川県 2:22:23.77
876 10108 太田 健弥 ｵｵﾀ ｹﾝﾔ 東京都 2:22:32.16
877 13222 三上 敦史 ﾐｶﾐ ｱﾂｼ 千葉を走らせる力Ｂ 東京都 2:22:36.60
878 13536 江口 拓弥 ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾔ Ｕ－ＭＸ 東京都 2:22:41.21
879 13190 児玉 雄太 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ ＴＴＢ 東京都 2:22:46.07
880 11351 石川 万貴人 ｲｼｶﾜ ﾏｷﾄ 神奈川県 2:23:17.95
881 15076 筒井 達郎 ﾂﾂｲ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 2:23:40.40
882 15404 吉田 花月 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾞｷ 宮城県 2:24:13.41
883 13537 田上 洋輔 ﾀﾉｳｴ ﾖｳｽｹ Ｕ－ＭＸ 東京都 2:24:22.23
884 10212 阿見 陽平 ｱﾐ ﾖｳﾍｲ 東京都 2:24:23.47
885 10549 吉川 大輔 ﾖｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 2:24:52.40
886 15131 佐藤 光紀 ｻﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ 東京都 2:25:18.26
887 13337 近藤 和彦 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 2:25:20.16
888 14106 加藤 健仁郎 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞﾛｳ 山梨県 2:25:28.71
889 12445 ChunWen Yew ChunWen Yew 2:25:40.18
890 13494 入江 彬裕 ｲﾘｴ ｱｷﾋﾛ 寺島良治 茨城県 2:25:51.80
891 14323 倉持 信行 ｸﾗﾓﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 2:26:05.40
892 6571 鈴木 翔 ｽｽﾞｷ ｼｮｳ チーム・ステラート 東京都 2:27:08.38
893 15322 齋藤 傑史 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ エスカルゴ 千葉県 2:27:22.25
894 13351 四ノ宮 義則 ｼﾉﾐﾔ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 2:27:33.04
895 13061 松田 芳樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼｷ 東京都 2:27:33.28
896 14408 和田 壯介 ﾜﾀﾞ ｿｳｽｹ 長野県 2:28:16.68
897 14513 栗原 啓佑 ｸﾘﾊﾗ ｹｲｽｹ 山梨県 2:28:29.92
898 14558 嶋野 周太郎 ｼﾏﾉ ｼｭｳﾀﾛｳ 茨城県 2:29:46.28
899 15418 濱本 寿一 ﾊﾏﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ 東京都 2:30:03.97
900 14466 溝口 昴大 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 埼玉県 2:30:30.64
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901 13304 坂本 紘一 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 埼玉県 2:30:44.15
902 14342 小田 康介 ｵﾀﾞ ｺｳｽｹ 神奈川県 2:31:37.66
903 15472 佐久間 正明 ｻｸﾏ ﾏｻｱｷ 神奈川県 2:31:38.26
904 14595 渡辺 祐基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ ＫＫＳ 愛知県 2:32:53.42
905 13410 小林 史人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾄ 酒豪秘伝は１％が２人 愛知県 2:33:21.01
906 15223 近藤 健太 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 東京都 2:33:23.03
907 12124 嘉納 将文 ｶﾉｳ ﾏｻﾌﾐ ファーマサイクル 静岡県 2:33:30.97
908 5241 丹治 克哉 ﾀﾝｼﾞ ｶﾂﾔ ＫＥＩＨＩＮ 栃木県 2:34:09.75
909 11117 朝倉 彰洋 ｱｻｸﾗ ｱｷﾋﾛ エンドウ商会 神奈川県 2:34:16.98
910 10301 内田 薫 ｳﾁﾀﾞ ｶｵﾙ ＹＫＫ ＢＩＧ ＦＯＲＥＳＴ 神奈川県 2:34:17.07
911 14463 熊岡 隼治 ｸﾏｵｶ ｼｭﾝｼﾞ 静岡県 2:34:34.48
912 13178 青山 洋平 ｱｵﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 2:35:01.36
913 13040 田中 睦規 ﾀﾅｶ ﾑﾂｷ まもなくしぬ 東京都 2:36:22.83
914 9474 武仲 朋也 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓﾔ 神奈川県 2:36:23.02
915 6171 松田 成史 ﾏﾂﾀﾞ ｼｹﾞﾌﾐ ちゃりんちゅ 兵庫県 2:36:28.11
916 8573 中里 亮太 ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｮｳﾀ ＶＩＶＡＣＥ 千葉県 2:36:36.93
917 15084 尾崎 将崇 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾀｶ 神奈川県 2:36:38.03
918 12597 田上 じゅん ﾀｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ エヌシーエフ 神奈川県 2:38:09.12
919 12418 CHIEN WEI LEE CHIEN WEI LEE Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:38:10.14
920 15284 中井 俊太郎 ﾅｶｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ ３ニュートン 三重県 2:40:11.15
921 9305 岩谷 祐秋 ｲﾜﾔ ﾋﾛｱｷ チームカプリコーン 東京都 2:40:59.85
922 8379 野本 真広 ﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 2:41:04.24
923 10271 高塚 亮輔 ﾀｶﾂｶ ﾘｮｳｽｹ 茨城県 2:41:09.79
924 13030 奥山 慎 ｵｸﾔﾏ ｼﾝ キョーリン 栃木県 2:42:16.33
925 14566 木原 康秀 ｷﾊﾗ ﾔｽﾋﾃﾞ 愛知県 2:42:29.09
926 15529 佐藤 雄大 ｻﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 滋賀県 2:42:45.83
927 7452 片山 陸 ｶﾀﾔﾏ ﾘｸ 東京都 2:44:26.37
928 8118 水流 健一朗 ﾂﾙ ｹﾝｲﾁﾛｳ 中谷病院ＮＣＡ 和歌山県 2:44:36.94
929 11091 永岡 宏章 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｱｷ 徳島県 2:46:24.56
930 11133 今村 俊直 ｲﾏﾑﾗ ﾄｼﾅｵ 今村耳鼻科 山梨県 2:46:43.48
931 11071 佐藤 和輝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ ＡＣＲｃｌｕｂ 神奈川県 2:48:02.51
932 14114 紀井 佑輝 ｷｲ ﾕｳｷ Ｔｅａｍ Ｉ．Ｄ．ｗｏｒｋｓ 東京都 2:48:23.49
933 9533 齋藤 大輔 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 2:49:30.58
934 11202 内田 泰輔 ｳﾁﾀﾞ ﾀｲｽｹ 新潟県 2:49:46.75
935 13365 手塚 眞世 ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾄｼ 大分県 2:52:19.82
936 15337 林 謙太 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀ ボスケット 栃木県 2:52:33.97
937 15339 林 貴大 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ ボスケット 栃木県 2:52:34.35
938 15553 中村 優人 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 神奈川県 2:53:49.07
939 15256 伊藤 優輝 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 茨城県 2:55:36.73
940 6043 久保田 享 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾗ アステクノス 静岡県 2:55:54.73
941 15064 吉田 諒太郎 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岐阜県 2:57:24.97
942 14362 大橋 翔太 ｵｵﾊｼ ｼｮｳﾀ ちゃりすた 神奈川県 2:57:53.46
943 14574 佐藤 和季 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 神奈川県 2:59:34.32
944 15548 濱野 兼伍 ﾊﾏﾉ ｹﾝｺﾞ 静岡県 3:01:06.37
945 14324 金子尚司 かねこひさし ｶﾈｺﾋｻｼ ｶﾈｺﾋｻｼ 神奈川県 3:01:26.92
946 14101 三木 達弘 ﾐｷ ﾀﾂﾋﾛ 埼玉県 3:03:49.57
947 15261 飯田 達朗 ｲｲﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 東京都 3:05:38.90
948 15220 SHENG-KAI CHANG SHENG-KAI CHANG Ｇｉａｎｔ Ｌｉｖ 3:07:25.51
949 8323 吉岡 太一郎 ﾖｼｵｶ ﾀｲﾁﾛｳ 神奈川県 3:07:58.58
950 15108 片寄 開久 ｶﾀﾖｾ ﾊﾙﾋｻ ＴＥＡＭＶＳＥ Ｒａｃｉｎｇ 福島県 3:09:19.21
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951 15183 木村 雅典 ｷﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 東京都 3:10:28.44
952 13228 新木 達也 ｱﾗｷ ﾀﾂﾔ 千葉を走らせる力Ｂ 千葉県 3:10:42.92
953 5633 渡辺 央行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾕｷ からあげ 東京都 3:11:46.79
954 13496 野村 大希 ﾉﾑﾗ ﾋﾛｷ エシュロン・ベロダイナミクス 東京都 3:14:48.78
955 6070 額賀 智史 ﾇｶｶﾞ ｻﾄｼ 桜丘スプロケッツ 神奈川県 3:16:42.56
956 12268 青柳 達也 ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾂﾔ うさぎ３ 山梨県 3:18:24.34
957 12125 宮本 恵輔 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｽｹ ファーマサイクル 京都府 3:22:56.32
958 11230 天沼 卓也 ｱﾏﾇﾏ ﾀｸﾔ ＲＤＢ 福岡県 3:25:27.70
959 9511 五十嵐 一真 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾏ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 3:34:01.09
960 11442 岩浅 信太郎 ｲﾜｱｻ ｼﾝﾀﾛｳ ふぉあぐら 愛知県 3:36:28.92
961 6170 片山 勇希 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ ちゃりんちゅ 大阪府 3:45:54.39


