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1 3130 橋本 謙司 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 千葉県 1:02:43.24
2 3046 大倉 壮 ｵｵｸﾗ ｿｳ ＹＯＵＣＡＮ 山梨県 1:03:00.13
3 3037 青木 貴嗣 ｱｵｷ ﾀｶｼ ＭＩＶＲＯ 東京都 1:03:13.06
4 3153 松田 健太 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ １００ｍｉｌｅｓ 神奈川県 1:03:36.83
5 3159 小林 成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ ＳＵＢＡＲＵ・Ｃ・Ｃ 東京都 1:03:38.91
6 3202 花田 俊太 ﾊﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 東京都 1:03:43.91
7 3050 梅原 敏弘 ｳﾒﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ コギー・ド・ムエット 神奈川県 1:03:46.55
8 3045 三宅 大行 ﾐﾔｹ ﾀﾞｲｺｳ Ｂｅａｃｈ 東京都 1:04:21.61
9 3054 深谷 康玄 ﾌｶﾔ ﾔｽﾊﾙ 寺の息子 茨城県 1:04:22.01

10 3013 岩田 靖往 ｲﾜﾀ ﾔｽﾕｷ ライフライド 兵庫県 1:04:47.67
11 3079 赤井 宏行 ｱｶｲ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:04:53.80
12 3103 桂 正吾 ｶﾂﾗ ｼｮｳｺﾞ 荒川ズーラシア 東京都 1:04:59.20
13 3069 鈴木 真人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都 1:04:59.49
14 3082 馬野 寛士 ｳﾏﾉ ﾋﾛｼ コマツ自転車部 神奈川県 1:05:02.15
15 3204 川上 高志 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｼ 東京都 1:05:09.70
16 3396 工藤 政幸 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 東京都 1:05:18.51
17 3106 島田 哲朗 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 多摩ポタ 東京都 1:06:09.83
18 6190 岸本 崇 ｷｼﾓﾄ ﾀｶｼ ＱＢＢサイクリンクラブ 兵庫県 1:06:27.51
19 3119 久保 敦 ｸﾎﾞ ｱﾂｼ 愛知県 1:06:31.45
20 3131 高口 桂太郎 ｺｳｸﾞﾁ ｹｲﾀﾛｳ 平坦本舗 千葉県 1:07:02.32
21 3209 田中 寿洋 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ なるしまフレンド 東京都 1:07:03.90
22 3150 横田 慧一 ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ ワイズロード 大阪府 1:07:08.66
23 3163 田中 良典 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ チームライトサイクル 東京都 1:07:12.18
24 3183 鈴木 晋作 ｽｽﾞｷ ｼﾝｻｸ 東京都 1:07:23.58
25 3370 田中 数馬 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ 東京都 1:07:28.00
26 3134 小林 悠太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ Ｂｅａｃｈ／ライトサイクル 東京都 1:07:30.62
27 3205 永尾 和人 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾋﾄ ワイズロードお茶の水 東京都 1:07:31.50
28 3114 福田 健太 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾀ イノウエレーシング 埼玉県 1:07:50.69
29 3306 橋本 温之 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川県 1:07:55.07
30 4436 関戸 太一 ｾｷﾄ ﾀｲﾁ 埼玉県 1:07:57.77
31 3041 鈴木 拓馬 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 静岡県 1:08:00.37
32 3327 保智 康史 ﾎﾞﾁ ﾔｽｼ イチヤレーシング 静岡県 1:08:05.43
33 3632 村松 康一 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｲﾁ ちうばつマロン 神奈川県 1:08:08.37
34 3184 赤木 友和 ｱｶｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 愛知県 1:08:18.05
35 3437 水野 広大 ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ Ｋ＆Ｋ 神奈川県 1:08:22.75
36 3132 藤本 裕 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾀｶ １００ｍｉｌｅｓ 神奈川県 1:08:23.01
37 3035 加塩 弘一 ｶｼｵ ｺｳｲﾁ ＫＯＧＭＡ ＲＡＣＩＮＧ 岐阜県 1:08:24.48
38 3164 桑山 和也 ｸﾜﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 大阪府 1:08:27.34
39 3059 若原 一也 ﾜｶﾊﾗ ｶｽﾞﾔ ＭＩＶＲＯ 千葉県 1:08:32.79
40 3098 木山 孝輔 ｷﾔﾏ ｺｳｽｹ 神奈川県 1:08:33.42
41 5035 加藤 翔 ｶﾄｳ ｼｮｳ 神奈川県 1:08:46.74
42 3282 山内 桂輔 ﾔﾏｳﾁ ｹｲｽｹ ＣｏｌｌｉｎａＺ 千葉県 1:08:59.92
43 4068 三澤 義明フィリップ ﾐｻﾜ ﾖｼｱｷﾌｨﾘｯﾌﾟ 東京都 1:09:03.67
44 3071 本田 健司 ﾎﾝﾀﾞ ﾂﾖｼ ＳＵＮＺＯＫＵ 大阪府 1:09:09.89
45 3217 佐藤 朋広 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1:09:10.38
46 3570 高山 福太郎 ﾀｶﾔﾏ ﾌｸﾀﾛｳ 御幸印刷 東京都 1:09:10.75
47 4242 三浦 治直 ﾐｳﾗ ﾊﾙﾅｵ 群馬県 1:09:17.07
48 3173 太田 知季 ｵｵﾀ ﾄﾓｷ ＳＢＣ 神奈川県 1:09:19.69
49 4078 石川 雅司 ｲｼｶﾜ ﾏｻｼ 奈良県 1:09:31.50
50 3108 幸城 祐樹 ｺｳｼﾛ ﾕｳｷ 平日温泉ライダース 東京都 1:09:36.38
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51 3140 森榮 明彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ 東京都 1:09:38.95
52 3216 柏井 良太 ｶｼﾜｲ ﾘｮｳﾀ ＳＣＳＫサイクルクラブ 埼玉県 1:09:43.59
53 3544 杉浦 洋輔 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｳｽｹ ユーロード 愛知県 1:09:45.57
54 3645 菅 純一 ｽｶﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府 1:09:50.96
55 3178 中野 佳祐 ﾅｶﾉ ｹｲｽｹ りんりんレーシング 東京都 1:09:57.85
56 3196 山西 伸匡 ﾔﾏﾆｼ ﾉﾌﾞﾏｻ せいふくし 埼玉県 1:10:01.15
57 3139 服部 富剛 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾐﾋｻ Ｅ－ＶＡＸ 埼玉県 1:10:01.78
58 3214 浜崎 将行 ﾊﾏｻｷ ﾏｻﾕｷ ｈｏｔｓｔａｆｆ 東京都 1:10:21.54
59 3389 白井 寛之 ｼﾗｲ ﾋﾛﾕｷ ひろぶ 静岡県 1:10:22.34
60 3412 佐藤 教行 ｻﾄｳ ﾉﾘﾕｷ チームウエーブ 岡山県 1:10:22.84
61 5638 小田部 達也 ｵﾀﾍﾞ ﾀﾂﾔ 東京都 1:10:27.78
62 4055 藤岡 雄孔 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾉﾘ ＫＣＣ 東京都 1:10:37.43
63 4283 大島 博 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｼ ｔｕｂｉ 奈良県 1:10:54.11
64 3424 越坂 育英 ｺｼｻｶ ｲｸﾋﾃﾞ 静岡県 1:10:57.14
65 3277 永井 由友 ﾅｶﾞｲ ﾖｼﾄﾓ ＢＬＡＺＥ 長野県 1:10:57.29
66 3385 笹原 信仁 ｻｻﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋﾄ 笹原サイクル 愛知県 1:11:01.36
67 4584 日向 功 ﾋﾅﾀ ﾅﾙ 轍屋 神奈川県 1:11:16.68
68 9404 呂 維文 ﾛ ｲﾌﾞﾝ 山梨県 1:11:18.27
69 9104 喜多 忠俊 ｷﾀ ﾀﾀﾞﾄｼ 東京都 1:11:20.79
70 9194 猶原 聡 ﾅｵﾊﾗ ｻﾄｼ 千葉県 1:11:20.90
71 3440 内山 貴仁 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 風来坊 静岡県 1:11:23.29
72 9112 近藤 竜太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 岡山県 1:11:34.12
73 3482 佐々 秀治 ｻｻ ﾋﾃﾞﾊﾙ イナーメ信濃山形 千葉県 1:11:35.69
74 6126 穂田 典宏 ﾎﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ ＹＫＧ 静岡県 1:11:36.17
75 4437 橋爪 大樹 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛｷ ブリッジネイル 東京都 1:11:37.84
76 5032 山城 健一 ﾔﾏｼﾛ ｹﾝｲﾁ チームＯＣＡ 岐阜県 1:11:41.22
77 4561 日比 雅貴 ﾋﾋﾞ ﾏｻﾀｶ ＧＴＴ 愛知県 1:11:41.24
78 3321 中村 真己 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 岡山県 1:11:45.62
79 3377 加藤 聡一郎 ｶﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ コムリン 埼玉県 1:11:48.90
80 3470 橋本 渡 ﾊｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ Ｔ－ＣＯＲＲＥＲＥ 神奈川県 1:11:51.31
81 3582 和田 一輝 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ 侵略！！！ 千葉県 1:11:53.64
82 3061 舟守 正至 ﾌﾅﾓﾘ ﾏｻｼ ＳＵＮＺＯＫＵ 大阪府 1:11:54.72
83 14074 横山 貴範 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ ドライ 神奈川県 1:12:00.56
84 7491 江口 巧 ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 長野県 1:12:06.17
85 3520 田沢 耕二 ﾀｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ エルタ 愛知県 1:12:06.31
86 4018 竹内 良太 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀ 東京都 1:12:07.56
87 4623 阪本 亘 ｻｶﾓﾄ ﾋｻｼ 大阪府 1:12:10.47
88 3426 伊東 佑馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ＭＫ３ 東京都 1:12:16.55
89 3418 元水 智大 ﾓﾄﾐｽﾞ ﾄﾓﾋﾛ 自転車貴族 富山県 1:12:17.21
90 3419 藤井 猛 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｼ 三重県 1:12:17.34
91 6292 西尾 真治 ﾆｼｵ ｼﾝｼﾞ ＣＹＣＬＥ ＷＩＴＣＨＥＳ 大阪府 1:12:17.78
92 4076 渡辺 一博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟県 1:12:26.38
93 9529 高木 友明 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｱｷ 風魔横浜 神奈川県 1:12:27.63
94 3218 伊藤 隆晃 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ イトダ塾 神奈川県 1:12:29.50
95 3484 三好 宏和 ﾐﾖｼ ﾋﾛｶｽﾞ 徳島県 1:12:30.05
96 3591 平岩 大輔 ﾋﾗｲﾜ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:12:38.60
97 3527 長谷川 雅俊 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 1:12:41.20
98 9259 諸橋 洋行 ﾓﾛﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 1:12:44.37
99 4348 田中 佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ＰＧＢＴ 兵庫県 1:12:46.29

100 3589 重実 泰行 ｼｹﾞｻﾞﾈ ﾔｽﾕｷ 静岡県 1:12:46.34
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101 4631 牧田 史 ﾏｷﾀ ﾌﾐﾄ 静岡県 1:12:48.78
102 3468 泉 大輔 ｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 1:12:53.61
103 4123 久保田 明久 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾋｻ くぼもの 神奈川県 1:12:56.44
104 3065 本間 俊平 ﾎﾝﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ インフィニティ 神奈川県 1:13:04.81
105 4302 福田 ヒロフミ ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 臨時漕会 大阪府 1:13:11.26
106 3086 前田 尚男 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｵ チーム・コバリン 山梨県 1:13:14.46
107 9177 小川 正樹 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 東京都 1:13:16.62
108 9227 大徳 繁騎 ﾀﾞｲﾄｸ ｼｹﾞｷ 武蔵野ＢＡＮＤＩＴ 埼玉県 1:13:20.83
109 3064 齋藤 友宏 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都 1:13:23.84
110 3365 菊池 優作 ｷｸﾁ ﾕｳｻｸ 東京都 1:13:26.74
111 4092 野口 崇 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶｼ ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 神奈川県 1:13:30.97
112 4022 伊東 良 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 愛知県 1:13:34.12
113 3339 西 知佳 ﾆｼ ﾊﾙｶ チーム山武者 神奈川県 1:13:36.26
114 4318 渡邉 大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ エシュロン・ベロダイナミクス 神奈川県 1:13:40.20
115 4176 野畑 聡志 ﾉﾊﾞﾀ ｿｳｼ トコサイ倶楽部 埼玉県 1:13:54.74
116 3552 面谷 聡 ｵﾓﾀﾞﾆ ｻﾄｼ 東京都 1:14:08.69
117 4128 春名 翔太 ﾊﾙﾅ ｼｮｳﾀ 埼玉県 1:14:09.65
118 5150 石川 征樹 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 愛知県 1:14:15.40
119 4576 清水 慶太 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 南多摩自転車部 神奈川県 1:14:17.80
120 4335 杉山 夏樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾂｷ レーシングライツ 静岡県 1:14:28.16
121 3489 原 幹人 ﾊﾗ ﾐｷﾄ 静岡県 1:14:35.08
122 6143 村木 浩二 ﾑﾗｷ ｺｳｼﾞ ロードのロ 神奈川県 1:14:39.87
123 9286 加納 隆也 ｶﾉｳ ﾘｭｳﾔ 奈良県 1:14:40.33
124 4237 山田 隼次 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ ＪＮｒＲｒＨ 愛知県 1:14:43.46
125 4636 高村 千春 ﾀｶﾑﾗ ﾁﾊﾙ 埼玉県 1:14:45.06
126 6020 中山 洋平 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳﾍｲ ＭＩＶＲＯ 東京都 1:14:45.78
127 3467 昆野 健理 ｺﾝﾉ ｹﾝﾘ ＯＨＫＡＢＦ 神奈川県 1:14:50.16
128 4208 丸山 康太郎 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ あらかわずーらしあ 東京都 1:14:54.08
129 3258 三宅 心平 ﾐﾔｹ ｼﾝﾍﾟｲ ＢＥＡＣＨ 神奈川県 1:14:58.96
130 3381 大川 篤彦 ｵｵｶﾜ ｱﾂﾋｺ アルタイル・トルテ 茨城県 1:15:04.84
131 3148 入谷 康視 ｲﾘﾀﾆ ﾔｽｼ 零式 愛知県 1:15:05.02
132 4206 山本 裕介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 丸子橋ろーどくらぶ 福岡県 1:15:12.09
133 5204 岡島 正一 ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾄ チームＤＯＣ 神奈川県 1:15:16.27
134 4547 白川 衆 ｼﾗｶﾜ ｼｭｳ セオハツイシ 千葉県 1:15:18.79
135 8056 木村 友視 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾐ 千葉県 1:15:23.06
136 5302 中村 聡之 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾕｷ エキップ３００ 静岡県 1:15:30.40
137 3505 須藤 翔 ｽﾄﾞｳ ｼｮｳ 上毛レーシング 群馬県 1:15:35.09
138 5061 相原 孝行 ｱｲﾊﾗ ﾀｶﾕｷ ＡＤｉＬ 福島県 1:15:39.12
139 3312 堀 隆博 ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ チーム・コバリン 山梨県 1:15:40.33
140 3647 小川 寛生 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｷ ＣＵＢＥ（ＬＩＦＥ） 静岡県 1:15:42.82
141 7185 新井 隆行 ｱﾗｲ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:15:43.75
142 9021 伊藤 幸弘 ｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 1:15:44.92
143 4005 奥田 真之介 ｵｸﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ イトダ塾 静岡県 1:15:47.34
144 10544 竹中 一輝 ﾀｹﾅｶ ｶｽﾞｷ 大垣ＣＳＣ 岐阜県 1:15:57.46
145 4034 鈴木 嘉明 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 神奈川県 1:16:05.41
146 4484 熊木 輝明 ｸﾏｷ ﾃﾙｱｷ シスロル 埼玉県 1:16:06.50
147 6177 平山 英 ﾋﾗﾔﾏ ｽｸﾞﾙ 千葉県 1:16:11.55
148 4600 原 俊司 ﾊﾗ ｼｭﾝｼﾞ 多摩ポタ 神奈川県 1:16:19.68
149 3434 肥田 恭知 ﾋﾀﾞ ﾔｽﾄﾓ 東京都 1:16:25.63
150 8578 岩崎 達郎 ｲﾜｻｷ ﾀﾂﾛｳ シンプレックス 埼玉県 1:16:47.29
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151 4066 藪田 貴文 ﾔﾌﾞﾀ ﾀｶﾌﾐ 千葉県 1:16:48.15
152 6380 青木 順 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝ 順天堂外科 千葉県 1:16:50.52
153 6061 小田 信秀 ｵﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ ＦＣＲ 静岡県 1:17:09.41
154 3344 末冨 拓 ｽｴﾄﾐ ﾀｸ ミソノイレーシング 静岡県 1:17:15.73
155 3496 菅野 真也 ｶﾝﾉ ｼﾝﾔ 東京都 1:17:21.99
156 5324 平本 裕治 ﾋﾗﾓﾄ ﾕｳｼﾞ コギー青葉台 神奈川県 1:17:24.97
157 3571 澤田 光 ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ ミツバサイクリング部 群馬県 1:17:28.32
158 4041 山田 健太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 静岡県 1:17:31.58
159 4580 小林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ チーム・Ｙ 埼玉県 1:17:32.91
160 4118 浦野 繁幸 ｳﾗﾉ ｼｹﾞﾕｷ ガッチャンＴＲ 静岡県 1:17:33.07
161 3405 佐藤 正敏 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ コムリン 埼玉県 1:17:40.04
162 4115 成尾 政純 ﾅﾙｵ ｾｲｼﾞｭﾝ なるしまフレンド 神奈川県 1:17:41.03
163 4152 小川 富久 ｵｶﾞﾜ ﾋｻﾅｶﾞ 東京都 1:17:42.06
164 5561 冨楽 稔 ﾌﾗｸ ﾐﾉﾙ チャリオツッ 茨城県 1:17:44.45
165 5054 矢崎 祐介 ﾔｻﾞｷ ﾕｳｽｹ ＧＴＣ 山梨県 1:17:47.04
166 3395 角井 将人 ﾂﾉｲ ﾏｻﾄ オプティマス 神奈川県 1:17:48.42
167 3583 相楽 誠 ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ りんりんレーシング 東京都 1:17:55.56
168 4205 伊藤 隆文 ｲﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 兵庫県 1:18:06.71
169 6285 熊谷 祐二 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｼﾞ 栃木県 1:18:08.43
170 7020 柳井 一宏 ﾔﾅｲ ｲｯｺｳ 山口県 1:18:12.56
171 8475 関 信吾 ｾｷ ｼﾝｺﾞ 東京都 1:18:19.22
172 9140 中嶋 徹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ イプシロン 東京都 1:18:21.74
173 6017 中願寺 亨 ﾁｭｳｶﾞﾝｼﾞ ﾄｵﾙ 千葉県 1:18:33.05
174 6564 岡村 徹也 ｵｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 埼玉県 1:18:35.14
175 5606 輿石 晃祥 ｺｼｲｼ ｱｷﾖｼ 長野県 1:18:35.17
176 3024 久保川 明輝 ｸﾎﾞｶﾜ ﾊﾙｷ 栃木県 1:18:35.91
177 5038 中村 雅広 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 1:18:37.26
178 8542 松岡 慎司 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｼﾞ 愛知県 1:18:37.49
179 6002 高屋敷 崇 ﾀｶﾔｼｷ ﾀｶｼ ＫＥＩＨＩＮ 栃木県 1:18:40.93
180 6468 福富 洋平 ﾌｸﾄﾐ ﾖｳﾍｲ ＣＷＳ 東京都 1:18:50.42
181 4166 石田 和也 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 東京都 1:18:50.72
182 10596 相澤 徹也 ｱｲｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 愛知県 1:18:51.30
183 8472 高橋 幸佑 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 神奈川県 1:18:53.48
184 4017 竹花 和浩 ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ チーム・Ｙ 神奈川県 1:18:54.82
185 5155 山崎 裕二 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 群馬県 1:18:56.21
186 10462 作本 敏治 ｻｸﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ ヤフー・ジャパン 東京都 1:18:57.55
187 9018 下山 達也 ｼﾓﾔﾏ ﾀﾂﾔ Ｔｅａｍ平松木型 愛知県 1:19:06.85
188 4563 庄司 祐介 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｽｹ ＴＥＡＭＹＯＵＣＡＮ 神奈川県 1:19:07.49
189 5082 佐藤 元 ｻﾄｳ ｹﾞﾝ 愛知県 1:19:15.38
190 9482 後藤 卓也 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ 三重県 1:19:17.91
191 4358 小川 悠司 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ Ｄ＆Ｄ自転車部 神奈川県 1:19:20.87
192 7014 半杭 政弘 ﾊﾝｸﾞｲ ﾏｻﾋﾛ ＶＩＶＡ雑兵 埼玉県 1:19:21.81
193 5616 藤井 芳範 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾉﾘ Ｓ２０００の人 埼玉県 1:19:22.32
194 5640 高村 達史 ﾀｶﾑﾗ ﾀﾂｼ 神奈川県 1:19:26.01
195 4622 西村 信一 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:19:28.51
196 4036 古内 大輔 ﾌﾙｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:19:31.60
197 4577 佐藤 利康 ｻﾄｳ ﾄｼﾔｽ 東京都 1:19:33.09
198 5015 永島 拓矢 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾔ 埼玉県 1:19:37.95
199 6091 杉山 輔 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｽｸ 矢崎部品自転車部 静岡県 1:19:38.98
200 9571 笠原 聡志 ｶｻﾊﾗ ｻﾄｼ 愛知県 1:19:40.09
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201 5009 原 亮輔 ﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ ＮＥＳＴ－Ｒａｇｎａｒøｋ 大阪府 1:19:42.10
202 3549 菊池 純 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝ 内房レーシング 千葉県 1:19:43.31
203 5101 大石 隆俊 ｵｵｲｼ ﾀｶﾄｼ 静岡県 1:19:49.06
204 8243 本多 泰旭 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽｱｷ 栃木県 1:19:49.38
205 6539 白石 貴司 ｼﾗｲｼ ﾀｶｼ 山ダイスキー 埼玉県 1:19:51.10
206 5637 山口 健吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｺﾞ 東京都 1:19:56.96
207 10188 大江 仲偉 ｵｵｴ ﾁｭｳｲ 東京都 1:20:00.68
208 4339 所 和仁 ﾄｺﾛ ｶｽﾞﾋﾄ ＨＩＰＳＴＴ 神奈川県 1:20:02.62
209 8526 白石 陽介 ｼﾗｲｼ ﾖｳｽｹ ヤフー・ジャパン 東京都 1:20:12.40
210 8022 堀江 龍雄 ﾎﾘｴ ﾀﾂｵ ＷＵＧ！Ｒａｃｉｎｇ 東京都 1:20:23.80
211 3371 松本 直純 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｽﾞﾐ オーカバイシクルファミリー 神奈川県 1:20:24.51
212 7219 児玉 亮 ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳ サイクルショップナカハラ 神奈川県 1:20:25.31
213 5094 西川 広朗 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ ＯＶＥＲ ＲＥＶ 東京都 1:20:28.34
214 13011 橋本 元気 ﾊｼﾓﾄ ｹﾞﾝｷ ＨＧＷ＋＋ 栃木県 1:20:32.62
215 5581 井上 智仁 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾄ 東京都 1:20:34.71
216 3352 古川 陽一 ﾌﾙｶﾜ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 1:20:36.23
217 3495 菅原 雄一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:20:38.65
218 7557 勝山 修平 ｶﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 埼玉県 1:20:40.13
219 4494 奈良 智晃 ﾅﾗ ﾄﾓｱｷ 湘南浪漫 神奈川県 1:20:44.41
220 10604 齊藤 孝高 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 埼玉県 1:20:53.65
221 9303 大類 正洋 ｵｵﾙｲ ﾏｻﾋﾛ ＹＮＵＣＲＴーＨＯＴＣＲＯＳ 愛知県 1:20:56.83
222 4191 大野 晃市 ｵｵﾉ ｺｳｲﾁ 福井県 1:20:58.40
223 5586 野谷 シュンスケ ﾉﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 群馬県 1:21:00.94
224 9580 阿久津 健太郎 ｱｸﾂ ｹﾝﾀﾛｳ ＦＭ７３０ 栃木県 1:21:01.44
225 6528 野呂 大樹 ﾉﾛ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:21:02.57
226 7301 河田 了輔 ｶﾜﾀ ﾘｮｳｽｹ エレホ 茨城県 1:21:08.14
227 4311 横山 正尭 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾀｶ フレンド商会 東京都 1:21:08.81
228 4081 山口 正樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ ＩＮＦＩＮＩＴＹ 神奈川県 1:21:15.21
229 8025 柳 尚志 ﾔﾅｷﾞ ﾀｶｼ 茨城県 1:21:17.61
230 8150 小林 真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ アトミック出前迅速 大阪府 1:21:18.02
231 6299 東野 真之 ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｻﾕｷ 兵庫県 1:21:18.59
232 3416 望月 和真 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾏ 風来坊 栃木県 1:21:22.02
233 7339 山口 学 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 1:21:25.73
234 4362 村上 将裕 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 静岡県 1:21:34.16
235 5284 梅田 佳宏 ｳﾒﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 箱根学園ＣＲＴ 石川県 1:21:34.23
236 4189 柳瀬 教宏 ﾔﾅｾ ﾕｷﾋﾛ 東京都 1:21:43.40
237 5005 寺元 章 ﾃﾗﾓﾄ ｱｷﾗ ＮＥＳＴ－Ｒａｇｎａｒøｋ 大阪府 1:21:44.19
238 3252 西 東志也 ﾆｼ ﾄｼﾔ 東京都 1:21:52.79
239 15028 中井 竜太 ﾅｶｲ ﾘｮｳﾀ 東京都 1:21:58.30
240 4294 佐野 貴志 ｻﾉ ﾀｶｼ 神奈川県 1:22:01.82
241 5250 柳田 靖 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾔｽｼ 神奈川県 1:22:10.18
242 4245 金井 良樹 ｶﾅｲ ﾖｼｷ 石川県 1:22:11.56
243 3450 北澤 優 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾙ ＴＥＡＭＷＡＤＡ 栃木県 1:22:12.29
244 7486 川邊 恭平 ｶﾜﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ ｔｍｐ 三重県 1:22:15.10
245 4419 木村 武弘 ｷﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ メイドさん学科自転車部 東京都 1:22:16.62
246 4289 福山 斉 ﾌｸﾔﾏ ﾋﾄｼ 東京都 1:22:22.73
247 4083 久保 健太郎 ｸﾎﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都 1:22:37.36
248 8414 清水 啓太 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 埼玉県 1:22:38.50
249 4379 伊藤 俊介 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ＴｅａｍＺＥＮＲＩＮ 埼玉県 1:22:47.99
250 6218 二瓶 健太郎 ﾆﾍｲ ｹﾝﾀﾛｳ 東大宮メディカルチャリ部 埼玉県 1:22:51.33
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251 6355 中野 大輔 ﾅｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:23:02.16
252 9346 林 訓弘 ﾊﾔｼ ｸﾆﾋﾛ ジーシーシー自転車部 群馬県 1:23:02.63
253 4151 新井 岳志 ｱﾗｲ ﾀｹｼ 神奈川県 1:23:06.71
254 9433 吉賀 達裕 ﾖｼｶﾞ ﾀﾂﾋﾛ 東京都 1:23:10.74
255 7126 春名 雄介 ﾊﾙﾅ ﾕｳｽｹ 東京都 1:23:12.17
256 5060 今岡 尊宏 ｲﾏｵｶ ﾀｶﾋﾛ なだーず 東京都 1:23:21.40
257 3517 今野 建 ｺﾝﾉ ｹﾝ ローロ 東京都 1:23:22.36
258 9129 木村 和樹 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 神奈川県 1:23:23.47
259 7064 田中 博 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 東京都 1:23:24.19
260 4513 斉藤 直樹 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 笹原サイクル 静岡県 1:23:25.01
261 6407 児玉 赳生 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹｵ 千葉県 1:23:25.98
262 3448 白井 康太 ｼﾗｲ ｺｳﾀ 神奈川県 1:23:35.85
263 8264 瀬野 文夫 ｾﾉ ﾌﾐｵ 京都府 1:23:40.50
264 11331 伊藤 景介 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 千葉県 1:23:45.85
265 4047 永石 哲郎 ﾅｶﾞｲｼ ﾃﾂﾛｳ オプティマス 神奈川県 1:23:48.62
266 5049 川合 孝則 ｶﾜｲ ﾀｶﾉﾘ モンテラック 東京都 1:23:55.75
267 5006 大野 翼 ｵｵﾉ ﾂﾊﾞｻ 東京都 1:23:57.55
268 10295 濱村 剛 ﾊﾏﾑﾗ ｺﾞｳ アグレステ 栃木県 1:23:57.76
269 8210 仲本 佳央 ﾅｶﾓﾄ ﾖｼｵ 銀輪倶楽部 奈良県 1:23:58.33
270 5562 川上 徹 ｶﾜｶﾐ ﾄｵﾙ 東京都 1:24:03.95
271 8026 藪崎 剛 ﾔﾌﾞｻｷ ﾀｹｼ ＢＩＡＮＣＨＩ ＴＥＡＭ Ｂ 神奈川県 1:24:10.31
272 6567 椎原 秀樹 ｼｲﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 北関東輪輪倶楽部 愛知県 1:24:17.87
273 6350 小金丸 博史 ｺｶﾞﾈﾏﾙ ﾋﾛﾌﾐ 埼玉県 1:24:27.20
274 5157 三部 真智 ｻﾝﾍﾞ ﾏｻﾄﾓ イトダ塾 静岡県 1:24:30.68
275 5001 鳴海 徹 ﾅﾙﾐ ﾄｵﾙ 鳥取県 1:24:36.60
276 3577 阿見 裕一 ｱﾐ ﾕｳｲﾁ 穏やかじゃない 東京都 1:24:38.41
277 5558 渡辺 裕一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ チャリオツッ 茨城県 1:24:38.88
278 10537 前川 領 ﾏｴｶﾞﾜ ﾘｮｳ 毘沙門銀輪会 愛知県 1:24:39.06
279 15380 高橋 裕紀 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 三重県 1:24:40.13
280 6135 柳澤 俊之 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾕｷ 双海クリニック 長野県 1:24:40.36
281 3441 谷口 弘晃 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ Ｉｒｉｓ自転車部 大阪府 1:24:40.98
282 8148 阿部 剣一 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ ＶＩＰ 千葉県 1:24:43.90
283 11429 藤澤 恵一朗 ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ ＳｔｒｏｎｇＷｉｌｌ 埼玉県 1:24:46.30
284 4458 笠松 正幸 ｶｻﾏﾂ ﾏｻﾕｷ チームオルガノ 千葉県 1:24:47.36
285 4295 根本 鉄郎 ﾈﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ スワッチ 千葉県 1:24:54.34
286 4497 安江 拓馬 ﾔｽｴ ﾀｸﾏ 神奈川県 1:24:58.79
287 9333 今田 功一 ｲﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ 静岡県 1:25:02.45
288 13148 峠 篤史 ﾄｳｹﾞ ｱﾂｼ エージーシーシー 東京都 1:25:05.45
289 7595 野村 洋幸 ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 1:25:11.61
290 6323 植木 敦生 ｳｴｷ ｱﾂｵ チバレロ 栃木県 1:25:12.86
291 6039 坂田 晃男 ｻｶﾀ ｱｷｵ 大阪府 1:25:14.09
292 12186 豊田 良平 ﾄﾖﾀ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 1:25:20.21
293 5414 鈴木 優介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ ぽっチャリ倶楽部 静岡県 1:25:24.86
294 5574 照山 聖岳 ﾃﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｹ ネクストスケープ 東京都 1:25:24.93
295 11031 岩城 宏樹 ｲﾜｷ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:25:27.91
296 8570 小澤 徹也 ｵｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ ＷＵＧ！Ｒａｃｉｎｇ 静岡県 1:25:34.92
297 11275 下田 哲之 ｼﾓﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 1:25:40.70
298 6179 木村 賢 ｷﾑﾗ ﾏｻﾙ 東京都 1:25:46.01
299 11539 山岸 信久 ﾔﾏｷﾞｼ ﾉﾌﾞﾋｻ 東京都 1:25:46.81
300 4490 山田 博文 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 厚木トランジスタボーイズ 神奈川県 1:25:47.80



2016/06/12 13:28:54 7 / 20 ページ Official Timer & Result By RECS

301 9424 渡辺 信生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｵ 大阪府 1:25:51.99
302 9136 稲垣 俊行 ｲﾅｶﾞｷ ﾄｼﾕｷ 笹原サイクル 埼玉県 1:25:52.70
303 4174 中野 元気 ﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ 銀河自転車競技部 神奈川県 1:25:54.98
304 10031 関根 漠文 ｾｷﾈ ﾋﾛﾌﾐ チーム シンセキ 群馬県 1:25:59.30
305 4417 益子 博行 ﾏｼｺ ﾋﾛﾕｷ チームＡＲＩＡＦＩＮＡ 神奈川県 1:26:00.30
306 5485 福田 裕太 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ チーム畦道 神奈川県 1:26:05.03
307 5431 中 拓也 ﾅｶ ﾀｸﾔ イトダ塾 静岡県 1:26:06.08
308 6288 鈴木 達磨 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾏ 愛知県 1:26:07.01
309 6018 土肥 亮太 ﾄﾞﾋ ﾘｮｳﾀ ＣＹＣＬＥ ＷＩＴＣＨＥＳ 神奈川県 1:26:07.47
310 9162 阿部 翔太 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 神奈川県 1:26:07.78
311 9444 蓮見 雄佑 ﾊｽﾐ ﾕｳｽｹ 東京都 1:26:08.04
312 5577 伊勢 京介 ｲｾ ｷｮｳｽｹ 東京都 1:26:14.77
313 4185 田辺 修一 ﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ トレック 大阪府 1:26:17.65
314 13556 海老原 主 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾂｶｻ 茨城県 1:26:17.98
315 9357 佐藤 稔和 ｻﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 1:26:20.16
316 3328 柴崎 拓郎 ｼﾊﾞｻｷ ﾀｸﾛｳ 千葉県 1:26:23.28
317 5524 平田 純一 ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 1:26:26.29
318 5265 風間 力 ｶｻﾞﾏ ﾁｶﾗ 新潟県 1:26:28.82
319 8005 小沢 洋一 ｵｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 群馬県 1:26:29.46
320 9093 村井 敦志 ﾑﾗｲ ｱﾂｼ 愛知県 1:26:34.22
321 11067 蛭町 元登 ﾋﾙﾏﾁ ｹﾞﾝﾄ 千葉県 1:26:43.14
322 4398 綿村 一彦 ﾜﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ こけむさず 東京都 1:26:45.69
323 9574 金城 健太 ｷﾝｼﾞｮｳ ｹﾝﾀ 静岡県 1:26:47.48
324 6532 矢加部 裕樹 ﾔｶﾍﾞ ﾕｳｷ ずむのこ夫婦 東京都 1:26:51.33
325 6527 永井 宏和 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 1:26:53.96
326 3507 後藤 圭史 ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ ＴＥＡＭ ＳＰＯＲＴＳＫＩＤ 東京都 1:26:57.90
327 3611 佐川 友樹 ｻｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 滋賀県 1:26:58.20
328 3392 木村 吏志 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ Ｔｅａｍ ＤＡＩＺＯ 茨城県 1:26:59.63
329 9119 森田 勝也 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾔ 三祐ストイック 愛知県 1:27:00.76
330 4154 依田 隆徳 ﾖﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ ＤＩＰＲＯ富士通 埼玉県 1:27:03.81
331 10065 臼倉 隆史 ｳｽｸﾗ ﾀｶﾌﾐ 朝霞市役所自転車競技部 東京都 1:27:04.12
332 12134 渡邉 旭弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 三重県 1:27:08.56
333 6158 岡田 尚紀 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 茨城県 1:27:11.95
334 6585 久保田 貴久 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶﾋｻ 静岡県 1:27:13.16
335 9339 市川 寛 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ 中谷病院ＮＣＡ 和歌山県 1:27:15.69
336 4601 関口 登生 ｾｷｸﾞﾁ ﾉﾘﾀｶ 埼玉県 1:27:19.52
337 4310 北浦 肇 ｷﾀｳﾗ ﾊｼﾞﾒ Ｅ－ｋｏｔｏＬＩＦＥ 埼玉県 1:27:26.93
338 5501 田畑 亮 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳ ＯＲＡＮＧＥＮＥＥＲ 静岡県 1:27:27.02
339 11475 中林 雄喜 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 神奈川県 1:27:27.15
340 11308 神谷 旭 ｶﾐﾔ ｱｷﾗ ＴＡＩＺＯ 愛知県 1:27:28.78
341 4094 関口 敬光 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶﾐﾂ ドロップス 千葉県 1:27:29.07
342 8263 楠川 礁 ｸｽｶﾜ ｼｮｳ 愛知県 1:27:30.59
343 8120 森川 三哉 ﾓﾘｶﾜ ﾐﾂﾔ 埼玉県 1:27:32.23
344 10045 大津 丈忠 ｵｵﾂ ﾋﾛﾀﾀﾞ 東京都 1:27:36.73
345 7008 本田 和愛 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 東京都 1:27:37.65
346 5465 丸山 英 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｼ サバイバルライダープロ 東京都 1:27:39.32
347 6216 鷲崎 信広 ｽｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 桜丘スプロケッツ 神奈川県 1:27:39.72
348 13205 木村 一義 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ ＬＯＫＯＲＡＣＩＮＧ 滋賀県 1:27:41.63
349 3391 今坂 征央 ｲﾏｻｶ ﾕｷﾋｻ ＥＲＴＡ 東京都 1:27:42.42
350 12461 境野 高宏 ｻｶｲﾉ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 1:27:42.46
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351 9526 二口 博行 ﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ チームアナゴ 大阪府 1:27:44.66
352 7581 萬井 有輝 ﾖﾛｲ ﾕｳｷ ＭａｒｕＧｉＣｌｕｂ 静岡県 1:27:46.78
353 6318 岩田 伸一 ｲﾜﾀ ｼﾝｲﾁ 愛知県 1:27:55.09
354 4592 本田 幸二 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ ＰＥＮＥＴＲＡＴＥ 東京都 1:28:13.52
355 5605 村松 卓也 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ スプリングウィンド２３０ 山梨県 1:28:14.01
356 8365 加洲 拓也 ｶｼｭｳ ﾀｸﾔ 東京都 1:28:15.42
357 13079 佐藤 大気 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ Ｕｎｄｅｒ１１ 神奈川県 1:28:17.41
358 5641 山口 諒 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ スプリングウインド２３０ 山梨県 1:28:18.04
359 9125 登橋 貴裕 ﾉﾎﾞﾘﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 1:28:23.63
360 8533 西尾 彰宏 ﾆｼｵ ｱｷﾋﾛ ストラーダレーシング 滋賀県 1:28:25.65
361 8155 平尾 公一 ﾋﾗｵ ｺｳｲﾁ ＳＵＢＡＲＵ・Ｃ・Ｃ 東京都 1:28:26.91
362 5004 倉橋 勇樹 ｸﾗﾊｼ ﾕｳｷ ネストラグナロク 京都府 1:28:34.15
363 5360 森多 祐司 ﾓﾘﾀ ﾕｳｼﾞ 大阪府 1:28:38.11
364 8282 酒寄 俊道 ｻｶﾖﾘ ﾄｼﾐﾁ 東京都 1:28:38.72
365 4153 今村 秀孝 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 東京都 1:28:38.76
366 7539 荒谷 大輔 ｱﾗﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ ＢＬＵＥ ＨＥＡＲＴＳ 京都府 1:28:40.02
367 8438 水持 直樹 ﾐｽﾞﾓﾁ ﾅｵｷ 東京都 1:28:40.58
368 4266 長澤 安晋 ﾅｶﾞｻﾜ ﾔｽﾕｷ 東京都 1:28:42.41
369 11192 菊池 俊輔 ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 湘南パンダ 神奈川県 1:28:45.08
370 4269 大橋 隆 ｵｵﾊｼ ﾀｶｼ 東京都 1:28:45.10
371 7152 別所 剛丞 ﾍﾞｯｼｮ ｺﾞｳｽｹ 埼玉県 1:28:45.31
372 11030 荒井 渉 ｱﾗｲ ﾜﾀﾙ 東京都 1:28:48.25
373 4529 油浅 亮祐 ﾕｱｻ ﾘｮｳｽｹ ウイルソン＠山岳部 三重県 1:28:48.85
374 8073 渡邊 真和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 笹原サイクル 神奈川県 1:28:52.20
375 6134 加藤 晃浩 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾛ 静岡県 1:28:53.31
376 4614 中臺 賢 ﾅｶﾀﾞｲ ｹﾝ コリーナ 千葉県 1:28:55.73
377 9263 青山 勝昭 ｱｵﾔﾏ ｶﾂｱｷ 笹原サイクル 神奈川県 1:28:55.97
378 5626 圓山 泰佑 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｽｹ 神奈川県 1:28:56.18
379 6589 篠田 崇 ｼﾉﾀﾞ ﾀｶｼ 零式 愛知県 1:28:58.46
380 4394 伊藤 尚貴 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 千葉県 1:29:04.57
381 5532 野口 文彦 ﾉｸﾞﾁ ﾌﾐﾋｺ ＧＲＯＶＥ港北 神奈川県 1:29:09.09
382 4132 BAI HSIAO HUNG BAI HSIAO HUNG 1:29:16.83
383 7590 小林 匠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 東京都 1:29:18.37
384 10101 恒川 和輝 ﾂﾈｶﾜ ｶｽﾞｷ 愛知県 1:29:19.98
385 10193 柿原 裕介 ｶｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ ＳＵＢＡＲＵ・Ｃ・Ｃ 東京都 1:29:22.28
386 7035 長谷川 明彦 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋｺ 静岡県 1:29:22.87
387 7462 高橋 保博 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 広島県 1:29:23.64
388 10550 ラブアン ユーリ ﾗﾌﾞｱﾝ ﾕｰﾘ 東京都 1:29:23.72
389 10440 杉本 進也 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝﾔ チーム鉄下駄 神奈川県 1:29:27.24
390 6231 中野 豪介 ﾅｶﾉ ｺﾞｳｽｹ ＳＣＨＭＥＲＺＥＮ 神奈川県 1:29:27.37
391 7065 久保 浩二 ｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ 愛知県 1:29:29.82
392 5186 矢野 健太郎 ﾔﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉県 1:29:31.55
393 6086 金子 卓司 ｶﾈｺ ﾀｸｼﾞ 埼玉県 1:29:31.89
394 7132 吉田 周平 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 東京都 1:29:34.51
395 8241 森本 慎吾 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｺﾞ ＹＫＫ ＢＩＧ ＦＯＲＥＳＴ 神奈川県 1:29:35.03
396 14363 後藤 秀一郎 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:29:36.82
397 5337 渡邊 成昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾘｱｷ 日比谷公園前 埼玉県 1:29:37.10
398 5627 内藤 毅 ﾅｲﾄｳ ﾂﾖｼ ＦＣＲ 静岡県 1:29:37.43
399 4175 佐藤 俊樹 ｻﾄｳ ﾄｼｷ ＭＳＫ 東京都 1:29:37.71
400 11570 宇治野 健 ｳｼﾞﾉ ﾀｹｼ 東京都 1:29:38.89
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401 8465 宮本 一哉 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 1:29:38.91
402 7017 水原 賢 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾏｻﾙ チーム田村医院 東京都 1:29:42.03
403 5289 渡部 敬介 ﾜﾀﾍﾞ ｹｲｽｹ チームシュメルツェン 東京都 1:29:42.28
404 4644 西山 永司 ﾆｼﾔﾏ ｴｲｼﾞ ＳＬＣ 新潟県 1:29:45.05
405 9519 井上 智博 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ エンドウ商会 神奈川県 1:29:48.66
406 11270 奥野 雄太 ｵｸﾉ ﾕｳﾀ 東京都 1:29:50.03
407 7083 成田 慎也 ﾅﾘﾀ ｼﾝﾔ 雑兵 神奈川県 1:29:50.49
408 9455 井ノ口 靖太郎 ｲﾉｸﾁ ｾｲﾀﾛｳ 井ノ口商店 岐阜県 1:29:52.93
409 9038 渡辺 太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾛｳ 奈良県 1:29:54.70
410 7308 大坪 諭史 ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾄｼ じこまんさん太郎 神奈川県 1:30:01.25
411 13080 新居 啓志 ﾆｲ ｻﾄｼ ＬＯＴＵＳ 埼玉県 1:30:03.74
412 10077 河井 信宏 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 東京都 1:30:05.84
413 10012 近藤 達也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 埼玉県 1:30:06.24
414 15543 古谷 和誠 ﾌﾙﾔ ｶﾂﾏｻ 埼玉県 1:30:09.18
415 14519 赤松 龍 ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ 神奈川県 1:30:09.43
416 7278 鈴木 健太郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ ８ｂｉｔ ｒａｃｉｎｇ 東京都 1:30:11.68
417 14075 野口 直人 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 茨城県 1:30:12.15
418 14031 山口 翔大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 京都府 1:30:17.60
419 5174 田代 勇気 ﾀｼﾛ ﾕｳｷ ＫＥＩＨＩＮ 栃木県 1:30:19.32
420 6579 渡邉 渉太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ チーム鍋ナベ 東京都 1:30:28.29
421 6290 岸川 慶悟 ｷｼｶﾜ ｹｲｺﾞ 東京都 1:30:29.98
422 4566 原口 幸一 ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ ＲＣＣ 東京都 1:30:30.46
423 8580 窪田 直也 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵﾔ 埼玉県 1:30:32.00
424 6165 吉野 貴史 ﾖｼﾉ ﾀｶﾌﾐ 建築系自転車部 埼玉県 1:30:35.05
425 11415 白崎 潤 ｼﾗｻｷ ｼﾞｭﾝ ちうばつマロン 栃木県 1:30:37.30
426 6381 植田 祐史 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ノーセンシズ 千葉県 1:30:41.17
427 7439 冨樫 悠太 ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾀ ＴＥＡＭ三度笠 神奈川県 1:30:53.99
428 7394 石井 文彰 ｲｼｲ ﾌﾐｱｷ 千葉県 1:30:56.85
429 6511 澤田 雄介 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 新潟県 1:30:59.12
430 14462 田中 将 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 愛知県 1:31:01.19
431 8301 土谷 基成 ﾂﾁﾔ ﾓﾄﾅﾘ 戸田橋６：１５ 東京都 1:31:03.35
432 14256 峰岸 智志 ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾄｼ 神奈川県 1:31:08.33
433 5171 安松 崇 ﾔｽﾏﾂ ﾀｶｼ 広島県 1:31:11.68
434 9059 大塚 佑史 ｵｵﾂｶ ﾕｳｼﾞ 愛知県 1:31:13.19
435 13372 小野 佑樹 ｵﾉ ﾕｳｷ 和光漁狂自転車部 埼玉県 1:31:14.01
436 5226 小柳 穣 ｵﾔﾅｷﾞ ｼﾞｮｳ トレック 兵庫県 1:31:15.92
437 10047 西村 剛 ﾆｼﾑﾗ ｺﾞｳ ＮＣＦ 東京都 1:31:18.16
438 6327 柳町 誠 ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ﾏｺﾄ 東京都 1:31:20.20
439 5183 此島 翼 ｺﾉｼﾏ ﾂﾊﾞｻ Ｔｅａｍ ＡＮＡ 東京都 1:31:24.74
440 4520 河嶋 宏明 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛｱｷ 愛知県 1:31:35.49
441 10517 下田 達也 ｼﾓﾀﾞ ﾀﾂﾔ サミット 神奈川県 1:31:37.41
442 9265 岡 了平 ｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 東京都 1:31:42.51
443 4271 金田 康宏 ｶﾈﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 新潟県 1:31:47.27
444 11419 佐々木 大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 1:31:50.74
445 15564 再田 光進 ｻｲﾀ ﾐﾂﾉﾌﾞ 兵庫県 1:31:51.39
446 9306 大社 勇太 ｵｵｺｿ ﾕｳﾀ 東京都 1:31:51.61
447 4350 佐藤 幸宏 ｻﾄｳ ﾕｷﾋﾛ Ｅ－ｋｏｔｏＬＩＦＥ 埼玉県 1:31:56.47
448 10044 小池 重晴 ｺｲｹ ｼｹﾞﾊﾙ 東京都 1:32:01.24
449 5652 Ｌａｃｈｌａｎ Ｃａｒｒ ﾗｸﾗﾝ ｶｰ ＴＲＥＫ 兵庫県 1:32:03.45
450 7410 三浦 高明 ﾐｳﾗ ﾀｶｱｷ ｕｎｄｅｒｄｏｇｓ 東京都 1:32:07.67
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451 6136 笹部 貴朗 ｻｻﾍﾞ ﾀｶｱｷ 大阪府 1:32:18.89
452 3579 大山 敦 ｵｵﾔﾏ ｱﾂｼ 東京都 1:32:28.67
453 7069 魚住 洋平 ｳｵｽﾞﾐ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 1:32:29.27
454 10176 萩原 晃司 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ 埼玉県 1:32:29.71
455 7021 鈴木 大輔 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ ＳＣＨＭＥＲＺＥＮ 東京都 1:32:34.80
456 6059 原 啓介 ﾊﾗ ｹｲｽｹ ＦＣＲ 静岡県 1:32:39.42
457 11167 ヨースケ＠ＨＯＭＥ ﾖｰｽｹｱｯﾄﾎｰﾑ ＦＭヨコハマザバーン 東京都 1:32:39.91
458 12433 HUNG MING CHEN HUNG MING CHEN Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 1:32:44.40
459 4633 上原 俊一 ｳｴﾊﾗ ｼｭﾝｲﾁ 日暮里体育大学 東京都 1:32:44.82
460 10057 鎌田 俊亮 ｶﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ 宮城県 1:32:45.52
461 5639 奥村 隆行 ｵｸﾑﾗ ﾀｶﾕｷ ぎゃざりんぐ！ 神奈川県 1:32:54.75
462 5197 塩谷 直紀 ｼｵﾔ ﾅｵｷ 飯能連合 埼玉県 1:33:00.48
463 5292 秋山 渉 ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ 許して紅林 東京都 1:33:02.73
464 9041 村木 邦昭 ﾑﾗｷ ｸﾆｱｷ 戸田橋６：１５ 東京都 1:33:09.09
465 12080 三浦 大志 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:33:10.68
466 6397 松島 敏幸 ﾏﾂｼﾏ ﾄｼﾕｷ 東京都 1:33:16.59
467 8515 志手 正勝 ｼﾃ ﾏｻｶﾂ ベアバレ 埼玉県 1:33:20.52
468 10178 青柳 有一 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳｲﾁ 栃木県 1:33:33.30
469 9393 石渡 大輔 ｲｼﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ 湘南浪漫 神奈川県 1:33:37.41
470 10102 三村 剛 ﾐﾑﾗ ﾀｹｼ ＢＯＳＣＨ 神奈川県 1:33:44.82
471 8290 久永 淳 ﾋｻﾅｶﾞ ｱﾂｼ 湘南ＹＵＲＵＧＩ・ＣＴ 神奈川県 1:33:47.98
472 7484 菊地 真一 ｷｸﾁ ｼﾝｲﾁ 愛知県 1:33:48.65
473 11171 HOWAI LAU HOWAI LAU 1:33:51.71
474 8054 古明地 玄 ｺﾒｲｼﾞ ｹﾞﾝ 埼玉県 1:33:58.31
475 9138 陶山 諒 ｽﾔﾏ ﾘｮｳ 矢那會自転車部 神奈川県 1:33:59.78
476 5613 栗田 高裕 ｸﾘﾀ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 1:34:09.51
477 8363 佐藤 崇佳 ｻﾄｳ ﾀｶﾖｼ 東京都 1:34:15.77
478 9521 吉岡 英樹 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 1:34:24.29
479 13527 村松 亮太 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳﾀ 昭和金型工業 静岡県 1:34:30.79
480 7375 YuanYu Lee YuanYu Lee 1:34:37.52
481 4056 須崎 淳 ｽｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:34:39.00
482 5153 鈴木 将之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 東京都 1:34:41.18
483 14141 笠井 卓 ｶｻｲ ｽｸﾞﾙ チームＵＫ 山梨県 1:34:45.68
484 6391 金子 健未 ｶﾈｺ ﾀｹﾐ 千葉県 1:34:48.88
485 12364 中野 彰 ﾅｶﾉ ｱｷﾗ 愛知県 1:35:02.19
486 6309 小原 好晋 ｵﾊﾞﾗ ｺｳｼﾝ ＪＫＣ１２００ 大阪府 1:35:05.48
487 5467 久保 貴史 ｸﾎﾞ ﾀｶｼ サンデーライド大宮 東京都 1:35:13.32
488 4467 林 純也 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ ＪＫＣＣ 石川県 1:35:23.83
489 9480 有賀 充宏 ｱﾙｶﾞ ﾐﾂﾋﾛ 静岡県 1:35:30.07
490 15054 老川 哲広 ｵｲｶﾜ ｱｷﾋﾛ ミズノサイクル部 東京都 1:35:32.22
491 10234 藤井 一輝 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ 岐阜県 1:35:36.96
492 5592 中山 新 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝ 神奈川県 1:35:39.14
493 10535 中村 圭一朗 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ ＹＡＣＴ 栃木県 1:35:40.05
494 13306 近藤 匠 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳ モンキーロットン／八角堂 静岡県 1:35:43.26
495 8173 加藤 啓明 ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ 埼玉県 1:35:46.91
496 4420 吉田 秀平 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 東京都 1:35:49.71
497 12381 藤井 武郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｵ ＴＱＲ 東京都 1:35:50.34
498 8576 入岡 泰之 ｲﾘｵｶ ﾔｽﾕｷ 長野県 1:36:00.01
499 5169 嘉村 勇佑 ｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 三重県 1:36:00.54
500 10180 湧川 盛邦 ﾜｸｶﾞﾜ ﾓﾘｸﾆ チーム バルカ 兵庫県 1:36:01.03
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501 10554 宮本 佳季 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼｷ 静岡県 1:36:01.83
502 6552 近藤 靖典 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾉﾘ 神奈川県 1:36:07.27
503 12277 渡辺 威 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 山梨県 1:36:09.97
504 5479 田部 隆士 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 千葉県 1:36:10.90
505 10056 水谷 準 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 千葉県 1:36:14.42
506 10144 池田 和規 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 1:36:15.09
507 15372 山口 晃弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 愛知県 1:36:15.22
508 8020 鈴木 康久 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋｻ 神奈川県 1:36:22.40
509 10298 太田 真仁 ｵｵﾀ ﾏｻﾋﾄ 静岡県 1:36:25.38
510 10600 田中 隆太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 神奈川県 1:36:26.41
511 11535 澤田 圭佑 ｻﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 埼玉県 1:36:28.03
512 15285 丸山 傑 ﾏﾙﾔﾏ ｽｸﾞﾙ 山梨県 1:36:34.03
513 10276 中澤 優太 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ セオ大宮 埼玉県 1:36:44.20
514 12110 入江 和大 ｲﾘｴ ｶｽﾞﾋﾛ 堀場自転車倶楽部 京都府 1:36:44.90
515 5458 中上 裕介 ﾅｶｳｴ ﾕｳｽｹ 東京都 1:36:48.56
516 11148 木下 真一 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:37:08.51
517 9103 佐々木 亮人 ｻｻｷ ｱｷﾄ 埼玉県 1:37:14.75
518 15149 齋藤 慎介 ｻｲﾄｳ ｼﾝｽｹ 神奈川県 1:37:16.96
519 9360 関根 仁彦 ｾｷﾈ ﾖｼﾋｺ 東大宮チャリ部 神奈川県 1:37:19.92
520 8231 越光 健一 ｺｼﾐﾂ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 1:37:22.57
521 12113 狩生 侑希 ｶﾘｳ ﾕｳｷ 神奈川県 1:37:27.18
522 8563 渡辺 将人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ ＮＳＳＵ 千葉県 1:37:29.48
523 3466 大木 慎司 ｵｵｷ ｼﾝｼﾞ ＢＥＡＣＨ 東京都 1:37:30.95
524 8480 横山 誠 ﾖｺﾔﾏ ﾏｺﾄ ラフ 東京都 1:37:35.07
525 10505 長谷川 洋輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 新潟県 1:37:39.60
526 11545 田村 篤久 ﾀﾑﾗ ｱﾂﾋｻ 東京都 1:37:40.90
527 11015 高野 信章 ﾀｶﾉ ﾉﾌﾞｱｷ 栃木県 1:37:49.56
528 7483 若林 孝行 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 給水所どこ 埼玉県 1:37:49.93
529 8068 下村 康文 ｼﾓﾑﾗ ﾔｽﾌﾐ 東京都 1:37:59.94
530 7380 宮下 宏 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛｼ 山梨県 1:38:00.75
531 7515 景山 泰昌 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛｱｷ あうとれいじゃす 神奈川県 1:38:04.42
532 13551 菅野 裕一 ｽｶﾞﾉ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:38:13.12
533 12596 村松 達郎 ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾂｵ 富士電機株式会社 東京都 1:38:15.55
534 6469 服部 寿彦 ﾊｯﾄﾘ ﾄｼﾋｺ ＸＳＡＯＢＡＮＫ 愛知県 1:38:16.80
535 6157 鈴木 薫 ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ アルタイル・トルテ 千葉県 1:38:18.99
536 14457 岩崎 脩 ｲﾜｻﾞｷ ｵｻﾑ 東京都 1:38:25.21
537 5552 古畑 香一 ﾌﾙﾊﾀ ｺｳｲﾁ ＦＲＴ 静岡県 1:38:28.32
538 10509 山下 英則 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 宮城県 1:38:29.66
539 7421 古田土 久 ｺﾀﾞﾄ ﾋｻｼ 東京都 1:38:35.05
540 8395 恩智 弘揚 ｵﾝﾁﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:38:35.56
541 7107 小田 浩太郎 ｵﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ＯＲＡＮＧＥＮＥＥＲ 静岡県 1:38:35.94
542 15423 伊東 和哉 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 千葉県 1:38:40.14
543 9030 澤 裕貴 ｻﾜ ﾕｳｷ チームアヴェル 奈良県 1:38:45.74
544 14058 佐野 欣吾 ｻﾉ ｷﾝｺﾞ 静岡県 1:38:47.00
545 5511 亀谷 直彬 ｶﾒﾀﾆ ﾅｵｱｷ 東京都 1:39:00.60
546 10574 末次 俊介 ｽｴﾂｸﾞ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 1:39:09.84
547 15422 細野 博司 ﾎｿﾉ ﾋﾛｼ 岐阜県 1:39:18.94
548 9172 石塚 晃敏 ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾄｼ チームディーディー 千葉県 1:39:19.36
549 6535 野村 達彦 ﾉﾑﾗ ﾀﾂﾋｺ クサオバンク 愛知県 1:39:19.54
549 14497 桐生 健太郎 ｷﾘｭｳ ｹﾝﾀﾛｳ 静岡県 1:39:19.54
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551 6123 保泉 純一 ﾎｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 1:39:20.43
552 8539 朝原 礼朗 ｱｻﾊﾗ ﾚｵ 神奈川県 1:39:40.14
553 15079 丹野 智陽 ﾀﾝﾉ ﾄﾓｱｷ 給水所どこ？ 東京都 1:39:50.57
554 8007 園田 圭 ｿﾉﾀﾞ ｹｲ 戸田建設 神奈川県 1:39:51.09
555 13221 松 貴之 ﾏﾂ ﾀｶﾕｷ プントロッソ東京 栃木県 1:39:54.48
556 8409 大西 史人 ｵｵﾆｼ ﾌﾐﾄ 兵庫県 1:39:55.69
557 3393 山本 健人 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ ＴＨＥ ＣＬＩＰ 東京都 1:40:04.17
558 8171 渡辺 亮弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 1:40:13.77
559 11264 塚田 直己 ﾂｶﾀﾞ ﾅｵｷ チームしほりん 長野県 1:40:19.80
560 14110 井藤 正典 ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 1:40:21.72
561 10240 山崎 俊作 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭﾝｻｸ 東京都 1:40:23.88
562 12078 中村 弘幸 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:40:36.06
563 14292 宮内 優 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳ 神奈川県 1:40:37.18
564 12512 白浜 和人 ｼﾗﾊﾏ ｶｽﾞﾄ ノーセンシズ 埼玉県 1:40:40.06
565 3028 小川 毅 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｼ 兵庫県 1:40:41.38
566 5210 橋本 貴司 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ ケーヒン 栃木県 1:40:41.69
567 9257 原田 誠司 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲｼﾞ 静岡県 1:40:51.48
568 11215 国府田 嘉人 ｺｳﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ Ｖｉｖａｃｅ＋ 東京都 1:41:02.07
569 7357 宮田 秋津 ﾐﾔﾀ ｱｷﾂ ＣＶＳＴＯＳ 埼玉県 1:41:03.00
570 11119 北川 賢太郎 ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ グランディヴェル 千葉県 1:41:15.67
571 7423 中村 卓磨 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 愛知県 1:41:17.14
572 7400 阿部 涼平 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 千葉県 1:41:17.70
573 13452 青木 大輔 ｱｵｷ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:41:18.75
574 8080 藤元 紀夫 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ たけのこ流し 東京都 1:41:20.11
575 9191 水野 篤志 ﾐｽﾞﾉ ｱﾂｼ 滋賀県 1:41:28.42
576 6174 佐藤 創 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 東京都 1:41:47.06
577 12287 水野 綾祐 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳｽｹ ＳＣＣ 愛知県 1:41:47.91
578 6349 宮前 佳和 ﾐﾔﾏｴ ﾖｼｶｽﾞ 埼玉県 1:41:50.53
579 14183 内海 隆司 ｳﾂﾐ ﾀｶｼ 東京都 1:41:51.56
580 9573 田中 吉樹 ﾀﾅｶ ﾖｼｷ アスタナカ 山梨県 1:41:56.45
581 14057 田丸 大介 ﾀﾏﾙ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 1:41:58.05
582 14121 平田 創士 ﾋﾗﾀ ｿｳｼ 東京都 1:42:00.23
583 13132 山本 吉澄 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｽﾞﾐ 大阪府 1:42:02.13
584 6234 鬼塚 康介 ｵﾆﾂﾞｶ ｺｳｽｹ 東京都 1:42:07.18
585 10068 千葉 祐太 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 埼玉県 1:42:09.98
586 10490 高橋 正文 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾌﾐ ＮＳ２Ｕ 東京都 1:42:11.33
587 6595 壺井 康仁 ﾂﾎﾞｲ ﾔｽﾋﾄ 東京都 1:42:12.96
588 9164 三谷 淳 ﾐﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 1:42:17.23
589 8094 胡桃澤 靖彦 ｸﾙﾐｻﾜ ﾔｽﾋｺ トレック 兵庫県 1:42:19.94
590 10083 佐々木 智幸 ｻｻｷ ﾄﾓﾕｷ 黒田輪業 東京都 1:42:22.82
591 9377 遠藤 弘太 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ 外房フンダラーズ 千葉県 1:42:26.77
592 12266 坂本 一哉 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 栃木県 1:42:28.14
593 15500 小松 大悟 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｺﾞ 千葉県 1:42:28.69
594 15528 吉田 佳祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 東京都 1:42:29.27
595 12398 尾崎 智史 ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾌﾐ ポセイ丼 東京都 1:42:30.14
596 5523 加藤 康洋 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 東京都 1:42:36.47
597 11068 保坂 篤史 ﾎｻｶ ｱﾂｼ ＡＣＲｃｌｕｂ 神奈川県 1:42:42.84
598 8306 野瀬 陽一 ﾉｾ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 1:42:50.55
599 11393 荒山 恭平 ｱﾗﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ 静岡県 1:42:58.54
600 12604 上野 祥仁 ｳｴﾉ ﾖｼﾋﾄ 東京都 1:43:00.01
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601 10547 岩田 征一郎 ｲﾜﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ 静岡県 1:43:00.06
602 8255 浅見 那治 ｱｻﾐ ﾄﾓﾊﾙ 東京都 1:43:03.87
603 3532 山崎 唯央 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ ＲＵＮ＆ＨＩＤＥ 神奈川県 1:43:06.57
604 10500 岩本 浩介 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｽｹ 茨城県 1:43:10.96
605 10352 小林 浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:43:11.21
606 11583 小池 庸介 ｺｲｹ ﾖｳｽｹ 東京都 1:43:13.44
607 9527 米田 光裕 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 大阪府 1:43:14.80
608 8415 大黒谷 隆 ﾀﾞｲｺｸﾔ ﾀｶｼ チームつよぽん 愛知県 1:43:20.79
609 7061 黒川 智幸 ｸﾛｶﾜ ﾄﾓﾕｷ ＴＥＡＭ２５４ 埼玉県 1:43:25.08
610 13580 若月 拓哉 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾔ 嗜みの会 大阪府 1:43:31.16
611 9047 相原 武 ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ ワイズロード 埼玉県 1:43:32.78
612 9178 工藤 勇樹 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ 山梨県 1:43:34.72
613 11386 鳥取 源太 ﾄｯﾄﾘ ｹﾞﾝﾀ 東京都 1:43:45.76
614 13397 佐藤 英明 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 埼玉県 1:43:45.77
615 11136 恒次 浩司 ﾂﾈﾂｸﾞ ｺｳｼﾞ キラーマウンテンズ 東京都 1:44:05.08
616 8235 秋山 真也 ｱｷﾔﾏ ｼﾝﾔ ＯＲＡＮＧＥＮＥＥＲ 静岡県 1:44:05.91
617 11432 荒井 風人 ｱﾗｲ ｶｻﾞﾄ 神奈川県 1:44:11.41
618 10475 鈴木 克哉 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾔ 静岡県 1:44:15.56
619 8320 山口 竹寛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 東京都 1:44:19.32
620 12491 松島 史幸 ﾏﾂｼﾏ ﾌﾐﾕｷ 東京都 1:44:22.03
621 8537 横山 弘樹 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｷ ミツバ・オッティモ 群馬県 1:44:28.63
622 13540 小原 友祐 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｽｹ 静岡県 1:44:38.37
623 12603 波多 泰成 ﾊﾀ ﾔｽﾅﾘ Ａ－１ 神奈川県 1:44:40.70
624 6155 梶原 庸平 ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｳﾍｲ 愛知県 1:44:45.55
625 15308 北上 紘生 ｷﾀｶﾞﾐ ﾋﾛｵ 静岡県 1:44:46.74
626 9290 代田 靖 ｼﾛﾀ ｷﾖｼ Ｈｉ－Ｂｉｋｅ 茨城県 1:44:48.22
627 3369 齋藤 仁敬 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 1:44:50.03
628 6182 城和 慶 ｼﾛﾜ ｹｲ 東京都 1:45:13.65
629 11426 阪長 良太 ｻｶﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ 大阪府 1:45:14.90
630 8420 佐藤 雄幸 ｻﾄｳ ﾕｳｺｳ 私立聖祥大学付属小自転車部 東京都 1:45:15.03
631 5251 岡村 邦博 ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 東京都 1:45:15.46
632 10603 内田 智章 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 静岡県 1:45:17.54
633 9473 相原 崇宏 ｱｲﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ バイセオ川口 東京都 1:45:20.71
634 13155 岩崎 友則 ｲﾜｻﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ スカンダ 静岡県 1:45:25.33
635 15473 前田 行紀 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 福井県 1:45:25.34
636 9269 伊藤 禎朗 ｲﾄｳ ｻﾀﾞｵ 千葉県 1:45:35.09
637 15230 片寄 健二 ｶﾀﾖｾ ｹﾝｼﾞ 千葉県 1:45:53.77
638 4326 梅田 将士 ｳﾒﾀﾞ ﾏｻｼ スターライト学園 東京都 1:45:57.53
639 11273 武田 和也 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 千葉県 1:45:57.72
640 6099 小澤 知也 ｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ ＳＷ２３０ 山梨県 1:45:58.93
641 15373 一色 雄介 ｲｯｼｷ ﾕｳｽｹ 愛知県 1:46:08.48
642 15462 鈴木 紀哉 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾁｶ 東京都 1:46:18.15
643 13159 大石 大輔 ｵｵｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 1:46:21.25
644 8530 徳冨 武志 ﾄｸﾄﾐ ﾀｹｼ 埼玉県 1:46:24.44
645 10081 金子 大作 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｻｸ 東京都 1:46:27.20
646 11291 酒井 大輔 ｻｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 湘南パンダ 神奈川県 1:46:27.93
647 8146 高柳 英典 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ マグナム 愛知県 1:46:29.04
648 12567 鈴木 和也 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 1:46:30.77
649 11286 樋代 祐一 ﾋﾀﾞｲ ﾕｳｲﾁ 東京都 1:46:33.20
650 9421 玉置 祐二 ﾀﾏｷ ﾕｳｼﾞ 三重県 1:46:36.00
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651 8057 藤田 航 ﾌｼﾞﾀ ﾜﾀﾙ 神奈川県 1:46:37.49
652 13083 村上 恵介 ﾑﾗｶﾐ ｹｲｽｹ 山梨県 1:46:41.63
653 15514 中島 伸佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾖｼ 東京都 1:46:43.11
654 5268 上野 広樹 ｳｴﾉ ﾋﾛｷ 千葉県 1:46:46.55
655 11604 佐伯 亮太 ｻｴｷ ﾘｮｳﾀ ＪＡｅＯＮ 千葉県 1:46:50.86
656 11088 田川 権一 ﾀｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 1:47:07.66
657 8326 藤田 誠司 ﾌｼﾞﾀ ｾｲｼﾞ 東京都 1:47:20.80
658 14500 谷口 征大 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ＴＥＡＭ６寮 愛知県 1:47:31.32
659 6487 仁平 壮 ﾆﾍｲ ﾀｹｼ 東京都 1:47:33.46
660 8135 井上 博人 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾄ ＳＣＳＫサイクル倶楽部 山梨県 1:47:37.03
661 8487 大槻 浩也 ｵｵﾂｷ ﾋﾛﾔ なかもりーだ 東京都 1:47:38.08
662 14054 安達 周太 ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾀ 神奈川県 1:47:46.09
663 12496 神谷 庄太 ｶﾐﾔ ｼｮｳﾀ 静岡県 1:47:48.08
664 13150 小田 裕一郎 ｵﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大阪府 1:48:36.42
665 3020 杉本 浩 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ Ｆｏｒｚｉ：ｋ山梨 山梨県 1:48:37.88
666 14381 相田 一樹 ｱｲﾀﾞ ｶｽﾞｷ ライツ 静岡県 1:48:42.80
667 11479 高野 敏和 ﾀｶﾉ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉県 1:48:45.62
668 11476 石井 翔大 ｲｼｲ ｼｮｳﾀ 神奈川県 1:48:46.87
669 7419 大久保 亮士 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳｼﾞ 山梨県 1:48:50.27
670 13164 石川 芳徳 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾉﾘ 東京都 1:48:56.85
671 13171 陳 慶術 ﾁﾝ ｹｲｼﾞｭﾂ 神奈川県 1:49:05.59
672 12079 深坂 紘行 ﾌｶｻｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:49:08.04
673 9326 鈴木 敏紀 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾉﾘ 千葉県 1:49:13.78
674 15172 増田 周 ﾏｽﾀﾞ ｼｭｳ 神奈川県 1:49:25.82
675 10403 大迫 洋和 ｵｵｻｺ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県 1:49:26.42
676 7443 岡本 和也 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 1:49:27.76
677 5469 佐藤 吏 ｻﾄｳ ﾂｶｻ 大阪府 1:49:36.49
678 8336 楢原 圭紘 ﾅﾗﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ Ｐａｃｉｃｒｅｗ 東京都 1:49:39.04
679 13547 木村 新 ｷﾑﾗ ｱﾗﾀ 神奈川県 1:49:46.12
680 12513 高井 直人 ﾀｶｲ ﾅｵﾄ 東京都 1:49:59.62
681 12289 林 真一郎 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 輪人 神奈川県 1:50:03.59
682 12470 石川 丈博 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾋﾛ サークルサイクル 千葉県 1:50:21.71
683 3293 池間 康起 ｲｹﾏ ﾔｽｷ 愛知県 1:50:27.62
684 13036 金田 将佳 ｶﾅﾀﾞ ﾏｻﾖｼ ティーム腹黒 愛知県 1:50:34.09
685 5500 戸上 晃郎 ﾄｶﾞﾐ ｱｷｵ シエラ 東京都 1:50:49.85
686 10515 長坂 拓哉 ﾅｶﾞｻｶ ﾀｸﾔ 甲府将棋部 東京都 1:51:06.32
687 12424 CHUN YU HUANG CHUN YU HUANG Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 1:51:11.04
688 10095 藤井 亮 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳ 静岡県 1:51:17.60
689 9308 大久保 晃嗣 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ チームカメダ 千葉県 1:51:25.60
690 9180 内山 高志 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶｼ 新潟県 1:51:26.03
691 5311 藤井 寛章 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｱｷ 東京都 1:51:34.22
692 15146 岡田 洋祐 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 東京都 1:51:34.40
693 7413 安藤 慎吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 愛知県 1:51:49.51
694 10478 市毛 康裕 ｲﾁｹﾞ ﾔｽﾋﾛ ビッグベローズ 茨城県 1:51:51.65
695 15198 葛上 大輔 ｸｽﾞｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:51:54.92
696 9229 藤川 直紀 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵｷ なだーず 東京都 1:52:08.59
697 13109 小神野 透 ｵｶﾞﾐﾉ ﾄｵﾙ 山梨県 1:52:12.61
698 11061 小野寺 智志 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄｼ 神奈川県 1:52:13.29
699 12300 松下 智 ﾏﾂｼﾀ ｻﾄｼ 神奈川県 1:52:23.17
700 15604 橋本 良平 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 東京都 1:52:26.68
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701 10543 石川 和雅 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏｻ ビシャモン銀輪会 愛知県 1:52:31.40
702 9253 藤沢 拓也 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｸﾔ 東京都 1:52:34.01
703 11146 森 拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ 神奈川県 1:52:35.12
704 14027 松波 豪 ﾏﾂﾅﾐ ｺﾞｳ 静岡県 1:52:38.98
705 5604 市川 哲太 ｲﾁｶﾜ ﾃｯﾀ 栃木県 1:52:43.84
706 5385 古山 亜人 ｺﾔﾏ ﾂｸﾞﾄ ＴＨＥＣＬＩＰ 東京都 1:52:43.90
707 15606 堂田 崇文 ﾄﾞｳﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 神奈川県 1:52:45.39
708 15016 山本 康裕 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 石川県 1:52:46.81
709 15251 井出 恵介 ｲﾃﾞ ｹｲｽｹ 東京都 1:52:48.48
710 13054 富岡 陽介 ﾄﾐｵｶ ﾖｳｽｹ 大阪府 1:53:01.69
711 10472 有坂 友宏 ｱﾘｻｶ ﾄﾓﾋﾛ ＮＤＫサイクル部 埼玉県 1:53:12.39
712 14534 小山 崇 ｺﾔﾏ ﾀｶｼ 東京都 1:53:13.77
713 13497 伊藤 憲男 ｲﾄｳ ﾉﾘｵ ＹＫＫ ｂｉｇ ｆｏｒｅｓｔ 神奈川県 1:53:20.69
714 15145 小田 太智 ｵﾀﾞ ﾀｲﾁ 埼玉県 1:53:21.82
715 14086 原 直哉 ﾊﾗ ﾅｵﾔ 東京都 1:53:23.01
716 11359 高橋 基将 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄﾏｻ 神奈川県 1:53:24.48
717 15181 大塚 惠三 ｵｵﾂｶ ｹｲｿﾞｳ 兵庫県 1:53:29.32
718 10147 吉田 正幸 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 1:53:34.61
719 14065 高柳 裕一 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:53:37.53
720 8431 藤原 裕史 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 東京都 1:53:41.62
721 13323 塩津 晃明 ｼｵﾂﾞ ｱｷﾋﾛ 東京都 1:53:44.06
722 12180 丸井 健一 ﾏﾙｲ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:53:55.00
723 12131 奈良 広大郎 ﾅﾗ ｺｳﾀﾛｳ おなら 東京都 1:54:02.68
724 11373 杉浦 敦崇 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 東京都 1:54:11.91
725 13272 柴田 貴大 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 1:54:41.44
726 13026 江田 慎平 ｴﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 富山県 1:55:03.18
727 8237 畠中 大介 ﾊﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 1:55:06.93
728 11301 舟山 宏太 ﾌﾅﾔﾏ ｺｳﾀ ＴＥＡＭ－ＣＦＫ 東京都 1:55:10.95
729 11039 中村 友康 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔｽ 東京都 1:55:11.31
730 13194 石川 恵一 ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ 兵庫県 1:55:17.81
731 12514 菊地 裕暁 ｷｸﾁ ﾋﾛｱｷ 千葉県 1:55:20.89
732 10281 CHAO CHIEN TU CHAO CHIEN TU ５５５ 1:55:25.27
733 9365 内田 圭一郎 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ Ｔｅａｍ ＲＯＢ 神奈川県 1:55:33.83
734 13214 吉岡 徹 ﾖｼｵｶ ﾄｵﾙ 神奈川県 1:55:39.78
735 9234 亀田 弘司 ｶﾒﾀﾞ ｺｳｼﾞ 埼玉県 1:55:45.67
736 13579 立道 洋平 ﾀﾂﾐﾁ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 1:55:53.02
737 14048 吉良 康成 ｷﾗ ｺｳｾｲ ＴＳＳＲ 東京都 1:55:58.68
738 11542 宇津木 康史 ｳﾂｷﾞ ﾔｽﾌﾐ 山梨県 1:56:00.20
739 8547 篠原 健太 ｼﾉﾊﾗ ｹﾝﾀ 神奈川県 1:56:21.13
740 12511 青木 秀雄 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｵ ノーセンシズ 千葉県 1:56:28.69
741 10293 海老澤 昌史 ｴﾋﾞｻﾜ ﾏｻｼ 好走楽部 神奈川県 1:56:30.81
742 13104 玉田 春仙 ﾀﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋｻ 茨城県 1:56:42.19
743 13158 鵜飼 元政 ｳｶｲ ﾓﾄﾏｻ 愛知県 1:56:43.13
744 11477 宮田 圭介 ﾐﾔﾀ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:56:50.92
745 13047 篠原 和貴 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾀｶ 埼玉県 1:56:55.55
746 6486 川嶋 きよし ｶﾜｼﾏ ｷﾖｼ 埼玉県 1:57:03.59
747 5553 大槻 恒 ｵｵﾂｷ ﾜﾀﾙ リアルＡＯＧ 千葉県 1:57:04.04
748 4556 中山 亮介 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ スルガ銀行 東京都 1:57:04.74
749 11283 松田 尚也 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 東京都 1:57:11.04
750 5491 福島 恵介 ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ 愛知県 1:57:17.35
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751 5403 小河原 大輔 ｵｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:57:29.74
752 13578 佐藤 陽一 ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ 東京都 1:57:37.88
753 13169 小野 政宜 ｵﾉ ﾏｻﾖｼ 群馬県 1:57:54.28
754 13605 大成 亨 ｵｵﾅﾘ ﾄｵﾙ 東京都 1:57:54.49
755 14279 槇 俊哉 ﾏｷ ﾄｼﾔ セレブー会 東京都 1:58:03.15
756 13284 吉岡 潤也 ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ ＹＡＣＴ 栃木県 1:58:07.94
757 12135 渥美 孝 ｱﾂﾐ ﾀｶｼ 神奈川県 1:58:30.46
758 14542 山本 紘平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 京都府 1:58:34.10
759 7337 椎野 竜哉 ｼｲﾉ ﾀﾂﾔ 東京都 1:58:44.48
760 9388 吉水 将浩 ﾖｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 1:58:56.83
761 14539 鳥井 研二 ﾄﾘｲ ｹﾝｼﾞ 愛知県 1:58:59.43
762 12573 杉山 悠太 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:59:08.10
763 10562 佐々木 信人 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 茨城県 1:59:22.25
764 13571 丸田 桂一 ﾏﾙﾀ ｹｲｲﾁ 埼玉県 1:59:37.34
765 14191 松下 正吾 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 静岡県 1:59:41.94
766 8441 栗山 雄樹 ｸﾘﾔﾏ ﾕｳｷ ビチクレッタアルベロ 大阪府 1:59:51.49
767 11293 細井 友貴 ﾎｿｲ ﾕｳｷ 栃木県 1:59:52.93
768 15142 片岡 俊介 ｶﾀｵｶ ｼｭﾝｽｹ 静岡県 1:59:54.22
769 13484 長谷川 賢二 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ あそ 東京都 2:00:02.63
770 13077 岩満 尚 ｲﾜﾐﾂ ﾀｶｼ ちーむざんぬ 神奈川県 2:00:03.42
771 11510 三上 恵太 ﾐｶﾐ ｹｲﾀ 東京都 2:00:21.06
772 11558 安藤 正樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ ＣＳＢ 千葉県 2:00:21.86
773 12139 秋草 雅都 ｱｷｸｻ ﾏｻﾄ 馬淵建設株式会社 神奈川県 2:00:43.15
774 14278 望月 翼 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ セレブー会 東京都 2:00:44.61
775 14069 塚越 孝行 ﾂｶｺﾞｼ ﾀｶﾕｷ 群馬県 2:00:59.60
776 13317 森田 祥弘 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:01:01.59
777 13087 瀧田 章生 ﾀｷﾀ ｼｮｳﾌﾞ 富士電機 千葉県 2:01:05.42
778 9327 小島 貴憲 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ 東京都 2:01:17.15
779 14594 佐藤 晋太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 埼玉県 2:01:26.69
780 15439 佐藤 史仁 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋﾄ 東京都 2:01:32.53
781 4474 永本 貞壽 ﾅｶﾞﾓﾄ ｻﾀﾞﾄｼ 東京都 2:01:35.13
782 15160 古田 俊雄 ﾌﾙﾀ ﾄｼｵ ＡＲＡＳＨＩ！！！ 東京都 2:01:57.94
783 13423 杉山 祐太郎 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 愛知県 2:02:09.04
784 13460 郷路 三四郎 ｺﾞｳﾛ ｻﾝｼﾛｳ ハイブリッドロードトライブ 愛知県 2:02:24.67
785 15369 江塚 朝昭 ｴﾂﾞｶ ﾄﾓｱｷ 静岡県 2:02:38.95
786 15435 長崎 龍一 ﾅｶﾞｻｷ ﾘｭｳｲﾁ 東京都 2:02:53.53
787 13546 藤生 泰山 ﾌｼﾞｳ ﾔｽﾀｶ 神奈川県 2:03:00.82
788 14432 梁 志賢 LEUNG Chi yin Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ （ＺＥＲＯ １ Ｃｙ 2:03:17.99
789 9173 木村 雅敏 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄｼ ＪＡあつぎ 神奈川県 2:03:18.30
790 14104 前刀 荘道 ｻｷﾄｳ ｼｮｳﾄﾞｳ 茨城県 2:03:22.16
791 15504 香 柱元 ｺｳ ﾁｭｳｹﾞﾝ 東京都 2:03:26.06
792 4247 増澤 崇 ﾏｽｻﾞﾜ ﾀｶｼ 東京都 2:03:59.60
793 15522 川地 真一 ｶﾜﾁ ｼﾝｲﾁ ＳＭＵ 東京都 2:04:11.61
794 10602 鈴木 匡嘉 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾖｼ 東京都 2:04:32.73
795 12299 白岩 圭佑 ｼﾗｲﾜ ｹｲｽｹ 東京都 2:04:34.52
796 13230 佐藤 利紀 ｻﾄｳ ﾄｼﾉﾘ 千葉を走らせる力Ｂ 千葉県 2:04:40.39
797 10152 相崎 和彦 ｱｲｻﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ まぐろ 神奈川県 2:04:40.48
798 14119 福田 裕太 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ ミステリーサークル 東京都 2:05:28.54
799 15031 山口 寛之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 2:05:34.64
800 12444 YenYu Chiang YenYu Chiang ５５５ 2:05:46.31
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801 8232 周藤 直樹 ｽﾄｳ ﾅｵｷ ＢＪ Ｃｙｃｌｉｓｔｓ 静岡県 2:05:49.65
802 10222 早高 純一 ﾊﾔﾀｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ まぐろ 神奈川県 2:05:49.99
803 15141 鈴木 悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 愛知県 2:05:50.93
804 15013 根本 和典 ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 2:06:21.94
805 14280 桑村 知明 ｸﾜﾑﾗ ﾄﾓｱｷ セレブー会 東京都 2:06:26.66
806 14037 佐久間 塁 ｻｸﾏ ﾙｲ 気まぐれ猫の会 埼玉県 2:06:32.03
807 8147 名久井 哲郎 ﾅｸｲ ﾃﾂﾛｳ 川崎市トライアスロン部 神奈川県 2:06:45.62
808 11357 小寺 力 ｺﾃﾞﾗ ﾂﾄﾑ イトダ塾 静岡県 2:07:00.40
809 15023 塚越 一博 ﾂｶｺｼ ｶｽﾞﾋﾛ 山梨県 2:07:02.66
810 10010 柏 教之 ｶｼﾜ ﾉﾘﾕｷ 埼玉県 2:07:09.64
811 12340 山口 雄太 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 神奈川県 2:07:14.96
812 13136 外田 和也 ﾎｶﾀﾞ ｶｽﾞﾔ ＯＨＫＡ ＢＦ 神奈川県 2:07:20.24
813 14348 石川 裕己 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 毘沙門銀輪会 愛知県 2:08:21.32
814 13352 大野 瞬 ｵｵﾉ ｼｭﾝ 神奈川県 2:08:22.57
815 7165 山形 裕紀 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳｷ 埼玉県 2:08:31.55
816 12528 石井 遼 ｲｼｲ ﾘｮｳ 東京都 2:08:43.57
817 15118 小林 大悟 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川県 2:08:49.83
818 14087 大槻 浩之 ｵｵﾂｷ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 2:09:24.69
819 14301 松村 岳人 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｹﾄ 東京都 2:09:24.90
820 11276 鈴木 優吾 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺﾞ 東京都 2:09:34.16
821 14549 高本 智之 ﾀｶﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 2:10:06.60
822 8574 生原 康平 ﾊｲﾊﾞﾗ ｺｳﾍｲ 荻原パープルズ 神奈川県 2:10:16.02
823 7415 田草川 清 ﾀｸｻｶﾞﾜ ｷﾖｼ 山梨県 2:10:28.19
824 10441 富永 幸裕 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｷﾋﾛ ＳＯＬＩＮＺ 神奈川県 2:10:31.78
825 13319 小林 礼明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｱｷ 神奈川県 2:10:38.11
826 8012 山口 智宏 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ チーム青葉台 神奈川県 2:11:28.27
827 15147 由良 僚祐 ﾕﾗ ﾘｮｳｽｹ 東京都 2:11:41.80
828 12175 奥田 裕氣 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ 愛知県 2:11:46.70
829 15459 赤澤 徹 ｱｶｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:11:58.14
830 5221 朝倉 務 ｱｻｸﾗ ﾂﾄﾑ 栃木県 2:12:12.10
831 15068 上本 泰寛 ｶﾐﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 静岡県 2:12:17.18
832 8177 樋口 絢一 ﾋｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 厚木トランジスタボーイズ 東京都 2:12:22.37
833 9086 橋田 大志 ﾊｼﾀﾞ ﾌﾄｼ ビチクレッタアルベロ 大阪府 2:12:29.40
834 13601 市川 泰史 ｲﾁｶﾜ ﾔｽﾌﾐ 東京都 2:12:37.00
835 12222 神谷 英明 ｶﾐﾔ ﾋﾃﾞｱｷ クレイジーモンキー 千葉県 2:13:01.11
836 15274 石川 万平 ｲｼｶﾜ ﾏﾝﾍﾟｲ 東京都 2:13:12.01
837 14265 青野 肇範 ｱｵﾉ ﾄｼﾉﾘ 静岡県 2:13:33.96
838 8485 飯田 太志 ｲｲﾀﾞ ﾌﾄｼ 神奈川県 2:13:41.83
839 11101 井上 隆司 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 東京都 2:14:01.79
840 13108 瀬戸 彰文 ｾﾄ ｱｷﾌﾐ 三重県 2:14:01.83
841 15367 長島 雄治 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｼﾞ 東京都 2:14:18.89
842 14100 高野 恒平 ﾀｶﾉ ｺｳﾍｲ 四猫 山梨県 2:14:29.17
843 6052 大谷 宜央 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 電玉自転車部 東京都 2:14:31.83
844 12522 小林 勝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ 京都府 2:14:43.92
845 4392 戸部 佑一 ﾄﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 2:14:57.41
846 13120 内藤 政浩 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 新潟県 2:15:09.63
847 15431 萩野 利樹 ﾊｷﾞﾉ ﾄｼｷ 鱗 静岡県 2:15:11.08
848 14414 戸崎 貴之 ﾄｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 東京都 2:15:12.66
849 12585 木下 信 ｷﾉｼﾀ ｼﾝ 神奈川県 2:15:26.32
850 13504 田畑 敦士 ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 鳥自転車部 東京都 2:15:29.34
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851 15097 駒澤 直樹 ｺﾏｻﾞﾜ ﾅｵｷ 神奈川県 2:15:39.39
852 13048 門間 真 ﾓﾝﾏ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:15:50.33
853 8061 北原 綾介 ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 栃木県 2:15:54.81
854 7229 鳥居 寿紀 ﾄﾘｲ ﾋｻﾉﾘ 千葉県 2:16:00.70
855 13461 安部 裕典 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ ハイブリッドロードトライブ 愛知県 2:16:08.14
856 9484 池田 大輔 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府 2:16:13.40
857 14011 矢島 真吾 ﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 埼玉県 2:16:39.15
858 11526 出羽 哲也 ﾃﾞﾜ ﾃﾂﾔ タイゾー 愛知県 2:17:12.12
859 12423 LU AN CHEN LU AN CHEN Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:17:20.90
860 11478 高柳 晃 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 2:17:26.78
861 8581 鈴木 智貴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾀｶ タイゾー 愛知県 2:17:50.08
862 12138 大澤 司 ｵｵｻﾜ ﾂｶｻ 茨城県 2:18:26.42
863 7450 竹野 淳 ﾀｹﾉ ｼﾞｭﾝ 東京都 2:18:49.73
864 11168 辰巳 健太郎 ﾀﾂﾐ ｹﾝﾀﾛｳ ＦＭヨコハマザバーン 東京都 2:18:59.81
865 5238 岡本 卓哉 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ ＴＳＳＲ 神奈川県 2:19:01.41
866 8136 渡邊 亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 神奈川県 2:19:10.06
867 8132 宮本 敬三 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ 東京都 2:19:22.79
868 15413 渡邉 真希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 東京都 2:19:28.57
869 6420 梅咲 直瑛 ｳﾒｻｷ ﾅｵｱｷ 東京都 2:19:31.51
870 10238 岩倉 亮 ｲﾜｸﾗ ﾘｮｳ バルカ 兵庫県 2:19:36.75
871 9049 水野谷 高志 ﾐｽﾞﾉﾔ ﾀｶｼ 千葉県 2:19:38.25
872 14249 熊本 厚太 ｸﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 給水所どこ？ 埼玉県 2:20:06.41
873 7313 平良 樹嘉 ﾀｲﾗ ｷﾖｼ 静岡県 2:20:10.54
874 9438 森本 浩太 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀ 埼玉県 2:20:42.02
875 13393 大塚 雅文 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾌﾐ 愛知県 2:20:43.93
876 11208 森谷 一樹 ﾓﾘﾔ ｶｽﾞｷ 埼玉県 2:20:59.32
877 13539 野中 優一 ﾉﾅｶ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 2:21:21.54
878 12294 崎田 英晶 ｻｷﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 2:21:45.20
879 9566 黒澤 智康 ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔｽ 朝日町マッスルパワー 東京都 2:21:50.14
880 15199 池田 成鎮 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾁﾝ 大阪府 2:22:54.11
881 13445 大野 科 ｵｵﾉ ｶ 愛知県 2:23:31.57
882 12515 深谷 孝之 ﾌｶﾔ ﾀｶﾕｷ 愛知県 2:24:02.28
883 15492 浅野 幸長 ｱｻﾉ ﾕｷﾅｶﾞ 埼玉県 2:24:08.56
884 11481 千葉 雅俊 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 静岡県 2:24:25.41
885 15399 佐々木 雄輔 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 2:24:31.94
886 5557 島村 勇 ｼﾏﾑﾗ ｲｻﾑ チャリオツッ 茨城県 2:25:14.15
887 12068 高梨 大輔 ﾀｶﾅｼ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 2:25:18.75
888 14545 佐藤 一輝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 千葉県 2:25:38.05
889 13027 白石 有佑 ｼﾗｲｼ ﾕｳｽｹ ＳＴＡＲ 東京都 2:25:55.02
890 14380 柏倉 晴樹 ｶｼﾜｸﾗ ﾊﾙｷ 東京都 2:25:57.75
891 14478 山田 真之 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 東京都 2:25:58.89
892 5570 熊谷 優 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳ ＫＥＩＨＩＮ 栃木県 2:26:58.53
893 13162 庫本 潤 ｸﾗﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 甲府将棋部 東京都 2:27:56.52
894 14228 細田 善則 ﾎｿﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ コロころんカフェ 埼玉県 2:28:09.43
895 15327 川原 雄一 ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 東京都 2:29:25.32
896 5144 大塚 理崇 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾀｶ ＫＥＩＨＩＮ 栃木県 2:29:35.14
897 8453 瀬尾 明彦 ｾｵ ｱｷﾋｺ 東京都 2:29:36.11
898 10227 篠原 透 ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ ＳＷ２３０ 山梨県 2:30:46.02
899 15437 畠山 慎平 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 東京都 2:31:16.86
900 11391 藤田 亮 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳ 千葉県 2:31:18.14
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901 12501 松島 建嗣 ﾏﾂｼﾏ ﾀｹｼ 大阪府 2:31:52.28
902 14583 松永 暁 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾄｼ 静岡県 2:31:54.59
903 13542 松本 直己 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 神奈川県 2:31:59.29
904 14407 村田 紀彦 ﾑﾗﾀ ﾄｷﾋｺ 神奈川県 2:32:11.86
905 10446 吉田 康久 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋｻ 甲府将棋部 東京都 2:32:21.02
906 15357 富田 紘平 ﾄﾐﾀ ｺｳﾍｲ 東京都 2:33:37.52
907 14555 深沢 潤一 ﾌｶｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨県 2:33:54.53
908 15051 高橋 良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 岐阜県 2:33:56.86
909 11409 日根 健晴 ﾋﾈ ﾀｹﾊﾙ 東京都 2:33:59.04
910 14361 増田 雄二郎 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 神奈川県 2:34:56.78
911 12383 清水 彰史 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾌﾐ ＴＥＡＭ６寮 兵庫県 2:35:50.58
912 13144 池山 修作 ｲｹﾔﾏ ｼｭｳｻｸ 酒豪秘伝 愛知県 2:36:15.57
913 8027 小圷 大樹 ｺｱｸﾂ ﾋﾛｷ ＰＡＴＣＨＷＯＲＫ 埼玉県 2:36:56.27
914 14379 菅田 将輝 ｽｹﾞﾀ ﾏｻｷ 東京都 2:40:01.55
915 15485 尾野 進太郎 ｵﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 静岡県 2:40:31.07
916 14467 篠塚 雄祐 ｼﾉﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ はんもん自転車部 神奈川県 2:40:37.15
917 14491 村野 雅巳 ﾑﾗﾉ ﾏｻﾐ 神奈川県 2:40:44.03
918 13431 内田 幸佑 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｽｹ 静岡県 2:41:03.52
919 13315 片山 隆 ｶﾀﾔﾏ ﾕﾀｶ 埼玉県 2:41:06.58
920 15263 数永 友一 ｶｽﾞｴ ﾕｳｲﾁ 東京都 2:41:28.34
921 15487 KALUNG LAM KALUNG LAM 2:41:41.95
922 13603 平間 智 ﾋﾗﾏ ｻﾄｼ 神奈川県 2:43:31.21
923 15116 林 敬聰 ﾘﾝ ﾁﾝﾂｫﾝ 北海道 2:43:58.36
924 14181 坂本 康次 ｻｶﾓﾄ ﾔｽｼ 東京都 2:45:25.75
925 15441 三田 裕也 ﾐﾀ ﾕｳﾔ 神奈川県 2:45:54.69
926 12554 宮下 剛史 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾖｼ ロード人 東京都 2:46:21.95
927 12588 明石 二郎 ｱｶｲｼ ｼﾞﾛｳ 愛知県 2:47:01.86
928 10117 贄田 高弘 ﾆｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 2:49:12.87
929 14025 山本 祐司 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 2:52:51.96
930 15165 望月 弘樹 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛｷ 神奈川県 2:54:09.18
931 5117 イアン カラガン ｲｱﾝ ｶﾗｶﾞﾝ ＴＲＥＫ 兵庫県 2:55:02.42
932 15329 近藤 達也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 静岡県 2:55:07.67
933 9425 山下 竜也 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ 東京都 2:55:23.51
934 8313 川崎 良平 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳﾍｲ 茨城県 2:55:49.38
935 11343 山之内 信介 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾝｽｹ 千葉県 2:55:55.98
936 14040 印藤 雅章 ｲﾝﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ 栃木県 2:57:30.20
937 15488 KINGCHEONG CHAN KINGCHEONG CHAN 2:57:57.05
938 13163 青木 貴宣 ｱｵｷ ﾀｶﾉﾘ 東京都 2:58:38.68
939 13406 山口 素理 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾄﾊﾙ 埼玉県 2:58:58.65
940 5318 本間 裕二 ﾎﾝﾏ ﾕｳｼﾞ 桜丘スプロケッツ 東京都 3:01:34.53
941 14339 荻野 貴之 ｵｷﾞﾉ ﾀｶﾕｷ Ｒｅダブルレバーの会 山梨県 3:02:21.95
942 13344 松井 秀樹 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ 静岡県 3:04:29.57
943 15436 山本 隆祐 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ 東京都 3:08:04.13
944 15034 中村 翼 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 3:09:48.61
945 11070 山田 匠 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ ＡＣＲｃｌｕｂ 神奈川県 3:10:00.65
946 5538 藤戸 稔高 ﾌｼﾞﾄ ﾄｼﾀｶ オウメドス 兵庫県 3:14:41.27
947 13263 小黒 弘征 ｵｸﾞﾛ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 3:17:11.77
948 12422 PO TSE CHIANG PO TSE CHIANG Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 3:19:34.59
949 15443 平野 雄己 ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 静岡県 3:20:49.24
950 11001 石橋 良隆 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼﾀｶ 山梨県 3:26:16.00
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951 14601 山中 聡 ﾔﾏﾅｶ ｻﾄｼ 埼玉県 3:26:54.11
952 13186 山本 剛 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ ＲＩＣＯＨ 東京都 3:27:16.01
953 13002 中村 恵太 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾀ サークルサイクル 千葉県 3:32:52.70
954 8512 関 哲和 ｾｷ ﾉﾘｶｽﾞ 神奈川県 3:33:42.67
955 11124 国枝 佑樹 ｸﾆｴﾀﾞ ﾕｳｷ 茨城県 3:35:26.09
956 8050 穂坂 英寿 ﾎｻｶ ﾋﾃﾞﾋｻ 千葉県 3:39:28.40
957 15222 CHINGCHING CHANG CHINGCHING CHANG Ｇｉａｎｔ Ｌｉｖ 4:06:33.74


