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1 3051 生田目 修 ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ イナーメ信濃山形 栃木県 1:03:20.89
2 3043 武内 昇一 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳｲﾁ １００ｍｉｌｅｓ 神奈川県 1:03:30.58
3 3368 小野田 哲也 ｵﾉﾀﾞ ﾃﾂﾔ ファストレーンレーシング 静岡県 1:03:50.81
4 3057 増井 義政 ﾏｽｲ ﾖｼﾏｻ シクロクラブ 東京都 1:04:25.64
5 3493 岡田 紀彦 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ 静岡県 1:05:15.87
6 3113 表原 武史 ｵﾓﾃﾊﾗ ﾀｹｼ 徳島県 1:05:33.55
7 3603 古舘 雄二 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:05:34.24
8 3181 石村 公仁彦 ｲｼﾑﾗ ｸﾆﾋｺ ＢＩＫＥＴＯＷＮ 神奈川県 1:05:59.14
9 3092 仙田 直行 ｾﾝﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 京都府 1:06:00.89

10 3249 中村 やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ チーム セナ 福岡県 1:06:01.81
11 3186 長尾 宣治 ﾅｶﾞｵ ﾉﾌﾞﾊﾙ 一撃 愛知県 1:06:38.53
12 3110 山本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 湘南浪漫 神奈川県 1:06:54.23
13 4542 杉原 亮太 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 群馬県 1:07:22.37
14 3187 鈴沖 直人 ｽｽﾞｵｷ ﾅｵﾄ 愛知県 1:07:23.09
15 3554 佐藤 和昭 ｻﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 東京都 1:07:25.82
16 3124 斎 理 ｲﾂｷ ｵｻﾑ たたかえ！ホイジンガー 神奈川県 1:07:29.42
17 3248 横山 隆之 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:07:29.89
18 3087 清水 久 ｼﾐｽﾞ ﾋｻｼ チーム・コバリン 山梨県 1:07:47.73
19 4447 青山 淳 ｱｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 横浜緑区夜錬 神奈川県 1:07:52.54
20 3195 落合 経朋 ｵﾁｱｲ ﾂﾈﾄﾓ クレイジーモンキーズ 東京都 1:08:15.43
21 3232 大数加 光治 ｵｵｽｶ ｺｳｼﾞ 東京大学整形外科 東京都 1:08:24.77
22 3083 乾 悟 ｲﾇｲ ｻﾄﾙ ライトニング 千葉県 1:08:51.37
23 3073 橋本 義正 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾏｻ ＦＩＲＳＴＢＩＫＥＳ 東京都 1:08:58.77
24 3226 小玉 喜照 ｺﾀﾞﾏ ﾖｼﾃﾙ 大福屋 埼玉県 1:09:07.17
25 3363 田原 孝 ﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 玉江一区 東京都 1:09:09.75
26 3300 小田 喜勝 ｵﾀﾞ ﾖｼｶﾂ 東京都 1:09:13.44
27 3231 福野 純一 ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木県 1:09:20.51
28 3272 澤田 務 ｻﾜﾀﾞ ﾂﾄﾑ 東京都 1:09:27.11
29 3222 碓氷 芳己 ｳｽｲ ﾖｼﾐ Ｍｅｒｃｕｒｉｏ 静岡県 1:09:35.16
30 4444 市川 豊 ｲﾁｶﾜ ﾕﾀｶ 滋賀県 1:09:39.26
31 3185 岩城 勝弘 ｲﾜｷ ｶﾂﾋﾛ チームサカタニ 大阪府 1:09:40.87
32 3271 香立 武士 ｺｳﾀﾃ ﾀｹｼ シクロクラブ 埼玉県 1:09:47.87
33 3233 手代森 悟 ﾃｼﾛﾓﾘ ｻﾄﾙ アーキアンドビルド 神奈川県 1:09:51.34
34 3618 浜中 俊英 ﾊﾏﾅｶ ﾄｼﾋﾃﾞ ぴっとレーシングチーム 愛知県 1:09:59.11
35 4428 谷脇 正一 ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ サイクルフリーダムサイクリン 千葉県 1:10:00.88
36 3118 山川 宗一郎 ﾔﾏｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 蕎麦宗 静岡県 1:10:01.12
37 3239 日向 孝光 ﾋﾅﾀ ﾀｶﾐﾂ 東京都 1:10:03.10
38 3105 高 陽介 ﾀｶ ﾖｳｽｹ 神奈川県 1:10:09.40
39 3279 高橋 雅一 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 1:10:12.15
40 3413 田中 伸一 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ ＬＥＧＯＮ 神奈川県 1:10:12.23
41 3362 児玉 淳治 ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ ＬｅＰｏｉｓｓｏｎＲｏｕｇｅ 神奈川県 1:10:21.72
42 3612 渡部 敦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 千葉県 1:10:22.55
43 3308 長谷川 誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ ルーテデラハ 神奈川県 1:10:24.39
44 3234 齋藤 浩樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 東京都 1:10:29.23
45 3638 内田 剛 ｳﾁﾀﾞ ｺﾞｳ 愛知県 1:10:34.84
46 3278 田口 淳 ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｼ みさか 埼玉県 1:10:48.51
47 4272 川上 賢一 ｶﾜｶﾐ ｹﾝｲﾁ 兵庫県 1:10:58.40
48 3596 石原 智秀 ｲｼﾊﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ ピラータ 神奈川県 1:11:03.83
49 6226 村上 ヒロシ ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ 大阪府 1:11:09.23
50 3613 竹谷 好広 ﾀｹﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 羽生ＨＣ 埼玉県 1:11:19.85
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51 5254 湊 昇始 ﾐﾅﾄ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 1:11:24.33
52 3292 齋藤 憲幸 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 竹芝自転車倶楽部 東京都 1:11:25.65
53 3350 井口 亮 ｲｸﾞﾁ ﾘｮｳ ＶＩＶＡ雑兵 神奈川県 1:11:27.67
54 3384 小島 晴之 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾕｷ Ｆｏｒｚｉ：Ｋ東京都支部 東京都 1:11:30.77
55 3269 横山 敦史 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｼ 緑区夜錬会 神奈川県 1:11:30.82
56 5584 梅野 優哉 ｳﾒﾉ ﾏｻﾔ ケイドサイクリングクラブ 東京都 1:11:51.97
57 3643 鮎澤 邦幸 ｱﾕｻﾞﾜ ｸﾆﾕｷ 埼玉県 1:11:57.10
58 3607 森本 誠児 ﾓﾘﾓﾄ ｾｲｼﾞ ＳＷ２３０ 山梨県 1:12:00.11
59 3477 西垣内 裕治 ﾆｼｶﾞｲﾁ ﾕｳｼﾞ 日野レーシングチーム 東京都 1:12:01.74
60 3651 宮下 星児 ﾐﾔｼﾀ ｾｲｼﾞ 自在 東京都 1:12:09.58
61 4024 菅谷 真行 ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ Ｈｏｎｄａ栃木 栃木県 1:12:18.54
62 3265 涌田 浩二 ﾜｸﾀ ｺｳｼﾞ ベクルックス 鳥取県 1:12:19.02
63 3230 岩波 信二 ｲﾜﾅﾐ ｼﾝｼﾞ ＣＯＲＳＡＹＡＭＡＮＡＳＨＩ 山梨県 1:12:20.46
64 3398 渡邊 一憲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ バウンス 埼玉県 1:12:21.04
65 3330 下河 智和 ｼﾓｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ Ｃａｔｔｅｎｉ 東京都 1:12:24.16
66 4225 野崎 尚文 ﾉｻﾞｷ ﾅｵﾌﾐ 新潟県 1:12:24.29
67 3417 小林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ ＫＯＧＭＡ Ｒａｃｉｎｇ 愛知県 1:12:25.15
68 3605 藤井 衛 ﾌｼﾞｲ ﾏﾓﾙ ＳＰＲＩＮＧ ＷＩＮＤ２３０ 山梨県 1:12:25.88
69 3329 水野 恭志 ﾐｽﾞﾉ ﾔｽｼ ニコンレーシング 埼玉県 1:12:26.38
70 4212 木下 将志 ｷﾉｼﾀ ﾏｻｼ サニーサイド 大阪府 1:12:30.19
71 4546 中島 卓二 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸｼﾞ 神奈川県 1:12:31.52
72 4353 宿野 真嗣 ｼｭｸﾉ ｼﾝｼﾞ 自転車こーき屋 東京都 1:12:31.66
73 3029 Basil leRoux Basil leRoux 1:12:31.90
74 3176 田崎 二郎 ﾀｻｷ ｼﾞﾛｳ ホップスサイクリングクラブ 東京都 1:12:32.63
75 3560 池田 紀章 ｲｹﾀﾞ ﾉﾘｱｷ ＴｅａｍＳａｋａｔａｎｉ 大阪府 1:12:35.56
76 3192 近藤 政則 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ ＺＥＬＶＡ 東京都 1:12:39.88
77 3439 飯島 淳 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾂｼ 山梨県 1:12:40.41
78 4414 飯岡 英之 ｲｲｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ ゴスリニア６０ 神奈川県 1:12:41.76
79 4231 成田 賢 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾙ 東京都 1:12:43.24
80 4475 石戸 康介 ｲｼﾄﾞ ｺｳｽｹ 埼玉県 1:12:43.69
81 4006 後藤 聡 ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ 神奈川県 1:12:44.36
82 5026 太田 英輝 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:12:46.99
83 3503 村上 雅史 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾌﾐ 群馬県 1:12:47.88
84 4046 田口 隆博 ﾀｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ パラボラ 福岡県 1:12:54.02
85 4007 和田 圭介 ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:12:59.50
86 3146 宮崎 直樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ チームワダ 栃木県 1:13:03.72
87 4376 相川 章洋 ｱｲｶﾜ ｱｷﾋﾛ チーム ＫＥＮＳＯ 山梨県 1:13:04.73
88 4616 樋口 英樹 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ フォルジーク山梨 山梨県 1:13:05.45
89 3251 勝又 直 ｶﾂﾏﾀ ｽﾅｵ レガーミ湘南 神奈川県 1:13:07.37
90 6351 中瀬 雄介 ﾅｶｾ ﾕｳｽｹ 神奈川県 1:13:17.98
91 6113 酒井 真吾 ｻｶｲ ｼﾝｺﾞ かめさん 長野県 1:13:18.77
92 4144 櫛引 克人 ｸｼﾋﾞｷ ｶﾂﾋﾄ 東京都 1:13:22.45
93 3637 妹尾 正春 ｾｵ ﾏｻﾊﾙ 大阪府 1:13:26.98
94 5014 石田 修一 ｲｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ ＴＥＡＭ 月光 千葉県 1:13:34.85
95 3346 目黒 勝靖 ﾒｸﾞﾛ ｶﾂﾔｽ ＶＩＶＡ雑兵 神奈川県 1:13:35.94
96 3290 井狩 智久 ｲｶﾘ ﾄﾓﾋｻ 神奈川県 1:13:44.49
97 3564 岡芹 泰孝 ｵｶｾﾘ ﾔｽﾀｶ 岡芹（兄） 京都府 1:13:48.71
98 3155 若穂囲 貴之 ﾜｶﾎｲ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:13:50.34
99 3644 山元 正樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 静岡県 1:13:51.45

100 3376 横山 義治 ﾖｺﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ 埼玉県 1:13:55.24
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101 5012 野本 雄策 ﾉﾓﾄ ﾕｳｻｸ 山梨県 1:14:03.24
102 3190 向山 剛 ﾑｶｲﾔﾏ ｺﾞｳ 東京都 1:14:06.17
103 3323 中原 明憲 ﾅｶﾊﾗ ｱｷﾉﾘ パイオニア自転車部 埼玉県 1:14:06.39
104 4306 高木 高志 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ Ｅ－ｋｏｔｏＬＩＦＥ 東京都 1:14:18.27
105 5439 塩田 路万 ｼｵﾀ ﾐﾁｶｽﾞ 愛知県 1:14:18.81
106 4215 佐々木 孝一 ｻｻｷ ｺｳｲﾁ 住電自転車倶楽部 神奈川県 1:14:21.95
107 3508 稲葉 謙一 ｲﾅﾊﾞ ｹﾝｲﾁ ＶＩＶＡ雑兵 静岡県 1:14:23.14
108 4337 上 貴浩 ｶﾐ ﾀｶﾋﾛ サニーサイド 大阪府 1:14:26.33
109 9224 大西 裕司 ｵｵﾆｼ ﾕｳｼﾞ 富山県 1:14:42.49
110 3322 高橋 毅 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ ＭＩＶＲＯ 東京都 1:14:47.18
111 3427 柚木 貴昭 ﾕｳｷ ﾀｶｱｷ Ｙ 埼玉県 1:14:50.39
112 4400 稲葉 誠一郎 ｲﾅﾊﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ スペース 茨城県 1:14:52.94
113 3599 深沢 明彦 ﾌｶｻﾞﾜ ｱｷﾋｺ 静岡県 1:14:54.87
114 5426 岡本 真矢 ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾔ ＧＲＯＶＥ宮前平／ＯＮＰＲ 神奈川県 1:14:56.75
115 4495 星 隆伸 ﾎｼ ﾀｶﾉﾌﾞ 山梨県 1:14:56.96
116 4548 小坂 悟 ｺｻｶ ｻﾄﾙ 自転車貴族 富山県 1:14:59.27
117 3294 河西 勇人 ｶｻｲ ﾊﾔﾄ ｓｐｒｉｎｇｗｉｎｄ２３０ 山梨県 1:15:10.08
118 5098 榎又 慎吾 ｴﾉﾏﾀ ｼﾝｺﾞ モノクサレーシング 東京都 1:15:22.07
119 4070 玄蕃 充 ｹﾞﾝﾊﾞ ﾐﾂﾙ レザン山梨サイクリングクラブ 東京都 1:15:23.37
120 4523 冨永 英治 ﾄﾐﾅｶﾞ ｴｲｼﾞ 東京都 1:15:25.54
121 3541 岡村 拓 ｵｶﾑﾗ ﾀｸ チームＷＡＤＡ 栃木県 1:15:29.61
122 4512 亀山 慶晃 ｶﾒﾔﾏ ﾖｼｱｷ アトリエ フルーブ 東京都 1:15:36.84
123 5418 上田 斉 ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ ぺダリスト 神奈川県 1:15:38.80
124 3243 荒谷 充 ｱﾗﾔ ﾐﾂﾙ チームベッキー 東京都 1:15:39.51
125 6191 佐々木 將 ｻｻｷ ﾏｻﾙ トライアングル 神奈川県 1:15:44.99
126 6293 海野 武 ｳﾝﾉ ﾀｹｼ 静岡県 1:15:45.96
127 4273 伊多波 広 ｲﾀﾊﾞ ﾋﾛｼ 東京都 1:15:46.89
128 4301 鈴木 啓蔵 ｽｽﾞｷ ｹｲｿﾞｳ ピアチェーレヤマ 東京都 1:15:52.24
129 4111 間瀬 聡 ﾏｾ ｻﾄｼ セオ大宮 埼玉県 1:15:54.44
130 4488 綱島 浩之 ﾂﾅｼﾏ ﾋﾛﾕｷ ダックスフンド 東京都 1:16:00.93
131 4540 松井 健 ﾏﾂｲ ﾀｹｼ スクーデリアジオ 静岡県 1:16:03.76
132 3576 岸部 勝利 ｷｼﾍﾞ ｶﾂﾄｼ 群馬県 1:16:03.91
133 4067 大久保 貴弘 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 1:16:06.70
134 9199 菅沼 則博 ｽｶﾞﾇﾏ ﾉﾘﾋﾛ 静岡県 1:16:08.64
135 3354 吉川 義弘 ﾖｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ ＴｅａｍＩＩＪ 東京都 1:16:10.85
136 4277 伊藤 剛 ｲﾄｳ ｺﾞｳ 京都府 1:16:19.98
137 3399 関口 敦 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｼ 上毛レーシング 群馬県 1:16:25.31
138 3387 桑田 武彦 ｸﾜﾀ ﾀｹﾋｺ ＬｅＰｏｉｓｓｏｎＲｏｕｇｅ 神奈川県 1:16:25.95
139 5386 松浦 一仁 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾋﾄ アウティスタ 神奈川県 1:16:28.62
140 8522 野上 千尋 ﾉｶﾞﾐ ﾁﾋﾛ ライディングクラブ６ 東京都 1:16:37.73
141 6133 矢崎 英史 ﾔｻﾞｷ ｴｲｼﾞ 山梨県 1:16:38.74
142 4492 中澤 壮理 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ 千葉県 1:16:39.45
143 4405 西地 慶太 ﾆｼｼﾞ ｹｲﾀ バルカフォッサート 東京都 1:16:40.34
144 5097 古東 克敏 ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ 千葉県 1:16:42.19
145 4585 本多 英春 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ 東京都 1:16:49.27
146 3177 松田 賢一 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｲﾁ カンパニオ 兵庫県 1:16:55.22
147 4530 岸 伸司 ｷｼ ｼﾝｼﾞ チーム天守閣 愛知県 1:16:55.36
148 4274 高辻 貴嘉 ﾀｶﾂｼﾞ ﾀｶﾖｼ ＪＫＣＣ 石川県 1:17:00.95
149 4377 安永 豊 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕﾀｶ 東京都 1:17:02.21
150 4351 保田 直哉 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵﾔ ロコレーシング 京都府 1:17:04.26
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151 3568 加藤 孝 ｶﾄｳ ﾀｶｼ バウンス 埼玉県 1:17:07.16
152 3288 平野 篤史 ﾋﾗﾉ ｱﾂｼ 愛知県 1:17:07.68
153 5528 中畑 隆幸 ﾅｶﾊﾀ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:17:09.06
154 4340 永田 篤 ﾅｶﾞﾀ ｱﾂｼ まったりサイクリング 奈良県 1:17:12.37
155 4544 高橋 直人 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ 窪祥一レーシング 静岡県 1:17:17.35
156 3349 七田 大輔 ｼﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ＬｅＰｏｉｓｓｏｎＲｏｕｇｅ 神奈川県 1:17:18.20
157 4508 木村 牧 ｷﾑﾗ ﾏｷ 大阪ヒルクライム同好会 京都府 1:17:22.40
158 3314 苅田 将俊 ｶﾘﾀ ﾏｻﾄｼ ＭＲＰＲＯＣＥＣＴ 神奈川県 1:17:22.51
159 4449 鈴木 英之 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 1:17:23.15
160 3456 小野 健太郎 ｵﾉ ｹﾝﾀﾛｳ ＴＥＡＭ９００ 大阪府 1:17:25.60
161 6110 田仲 義明 ﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ 東京都 1:17:28.06
162 5002 大山 弘美 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾐ 静岡県 1:17:28.39
163 9113 西野 秀和 ﾆｼﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知ツーリングクラブ 愛知県 1:17:33.88
164 4329 横山 健太郎 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ Ｅ－ＫｏｔｏＬＩＦＥ 神奈川県 1:17:35.17
165 3461 近藤 豪 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 晴嵐サイクリングクラブ 埼玉県 1:17:40.57
166 7503 大津 朗 ｵｵﾂ ｱｷﾗ 茨城県 1:17:40.96
167 3049 畑 隆文 ﾊﾀ ﾀｶﾌﾐ 一条宝塚 兵庫県 1:17:42.17
168 4170 梅島 一悦 ｳﾒｼﾏ ｶｽﾞﾖｼ 静岡県 1:17:46.24
169 6197 植草 健 ｳｴｸｻ ﾀｹｼ チーム ビー 千葉県 1:17:49.99
170 3623 吉田 将宏 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ チーム・コモア 神奈川県 1:17:50.84
171 4332 澤村 憲史 ｻﾜﾑﾗ ﾉｲﾋﾄ サニーサイド 大阪府 1:17:51.18
172 3319 吉文字 雅樹 ｷﾁﾓﾝｼﾞ ﾏｻｷ ＬｅＰｏｉｓｓｏｎＲｏｕｇｅ 大阪府 1:17:51.56
173 6180 瀬尾 幸太郎 ｾｵ ｺｳﾀﾛｳ 千葉県 1:17:52.07
174 4003 工藤 学 ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ 磐田ＦＤ 静岡県 1:17:52.39
175 4090 菅村 栄三 ｽｶﾞﾑﾗ ｴｲｿﾞｳ 建築系自転車部 東京都 1:17:52.77
176 4372 西部 俊宏 ﾆｼﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ ホワイツ／ＢＳＢ 千葉県 1:17:52.83
177 4532 水野 等 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾄｼ 千葉県 1:17:53.67
178 6237 井上 幹巳 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ 埼玉県 1:17:56.60
179 3593 福田 芳克 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｶﾂ Ａｍａｚｉｎｇ日亜 徳島県 1:17:59.98
180 6444 加藤 充純 ｶﾄｳ ﾀｶｽﾞﾐ グランペール 愛知県 1:18:05.95
181 3415 形山 昌弘 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ ＬｅＰｏｉｓｓｏｎＲｏｕｇｅ 東京都 1:18:06.29
182 5055 竹内 宏之 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:18:10.23
183 4341 高橋 靖之 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾕｷ 福島県 1:18:12.25
184 4476 高橋 現 ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ 神奈川県 1:18:17.55
185 4012 岡芹 弘幸 ｵｶｾﾘ ﾋﾛﾕｷ アンナーズ 東京都 1:18:18.88
186 7309 酒井 大樹 ｻｶｲ ﾏｻｷ じて吉 千葉県 1:18:20.87
187 9358 富田 健 ﾄﾐﾀ ｹﾝ ＳＲＦ 兵庫県 1:18:22.13
188 5565 林 邦男 ﾊﾔｼ ｸﾆｵ ユーロード 愛知県 1:18:23.39
189 6423 福永 開 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｲ バイクルプラザＲ・Ｔ 東京都 1:18:23.97
190 5194 宮嶋 然 ﾐﾔｼﾞﾏ ｾﾞﾝ ＴーＱＵＥＳＴ 愛知県 1:18:24.85
191 4125 内田 勝文 ｳﾁﾀﾞ ｶﾂﾌﾐ Ｗｉｎｃｏｍｅ ＲＴ 東京都 1:18:26.24
192 4171 諸星 篤志 ﾓﾛﾎｼ ｱﾂｼ Ｓｗａｃｃｈｉ 埼玉県 1:18:26.97
193 5130 佐野 望 ｻﾉ ﾉｿﾞﾑ 宮城県 1:18:29.69
194 4470 鈴木 崇之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 自転車貴族 富山県 1:18:33.11
195 6424 岡本 健 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 人車一体 東京都 1:18:35.94
196 6101 ぐどぅら えどわーど ｸﾞﾄﾞｩﾗ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ 神奈川県 1:18:38.96
197 12264 横山 晋也 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 京都府 1:18:41.66
198 4514 鈴木 克 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ みさかレーシング 埼玉県 1:18:42.13
199 5237 大島 光輝 ｵｵｼﾏ ﾐﾂﾃﾙ 長野県 1:18:46.36
200 3474 青木 雅弘 ｱｵｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 1:18:46.52
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201 4583 島田 国昭 ｼﾏﾀﾞ ｸﾆｱｷ 湘南パンダ 神奈川県 1:18:46.57
202 4331 小野 武士 ｵﾉ ﾀｹｼ ９００レーシング 大阪府 1:18:49.04
203 3011 平尾 圭介 ﾋﾗｵ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:19:08.63
204 7274 宇野 和孝 ｳﾉ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県 1:19:08.74
205 4188 平石 恭大 ﾋﾗｲｼ ﾔｽﾋﾛ サニーサイド 大阪府 1:19:09.22
206 3523 五十嵐 誠功 ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓﾉﾘ チームＷＡＤＡ 栃木県 1:19:15.10
207 4510 小野澤 学 ｵﾉｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ Ｔｅａｍ Ｏ 長野県 1:19:16.42
208 8513 佐藤 正樹 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 山梨県 1:19:22.45
209 4564 井上 和大 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾛ セマスレーシング 千葉県 1:19:22.71
210 4645 服部 進 ﾊｯﾄﾘ ｽｽﾑ 若葉台接骨院 東京都 1:19:24.27
211 4322 岡部 光寿 ｵｶﾍﾞ ﾐﾂﾋｻ 神奈川県 1:19:24.95
212 3610 深堀 竜司 ﾌｶﾎﾘ ﾘｮｳｼﾞ 横河電機 神奈川県 1:19:25.16
213 4361 徳 敦広 ﾄｸ ｱﾂﾋﾛ ２６８ＷｅＤｏ 兵庫県 1:19:26.65
214 5053 砂子 昌義 ｽﾅｺ ﾏｻﾖｼ 東京都 1:19:27.42
215 5184 井上 聡 ｲﾉｳｴ ｿｳ ヘイタンホンポ 神奈川県 1:19:30.73
216 4183 林 秀樹 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 銚子市苺組合 千葉県 1:19:35.97
217 6590 齋藤 進 ｻｲﾄｳ ｽｽﾑ チームアヴィッド 福島県 1:19:37.25
218 9252 原田 洋人 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾄ 東京都 1:19:39.17
219 8308 池浦 浩彦 ｲｹｳﾗ ﾋﾛﾋｺ グランペールサイクリング 長野県 1:19:39.58
220 4195 松本 猛 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ 静岡県 1:19:39.77
221 5453 都田 崇之 ﾐﾔｺﾀﾞ ﾀｶﾕｷ ちーむ、おれんじ 東京都 1:19:41.78
222 7264 土屋 徹 ﾂﾁﾔ ﾄｵﾙ 千葉県 1:19:41.87
223 3348 中島 誠 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｺﾄ ＥＲＡＴＥＨ 埼玉県 1:19:43.63
224 5290 萩庭 冬彦 ﾊｷﾞﾆﾜ ﾌﾕﾋｺ 東京都 1:19:51.42
225 6303 佐藤 哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 東京都 1:19:51.98
226 5108 土屋 雄裕 ﾂﾁﾔ ﾀｹﾋﾛ 東京都 1:19:54.69
227 8327 間野 隆 ﾏﾉ ﾀｶｼ グリーンアマングフィールド 東京都 1:19:55.18
228 7516 鏑木 浩 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾋﾛｼ 理工事務機 埼玉県 1:20:00.05
229 6295 田名網 宏昭 ﾀﾅｱﾐ ﾋﾛｱｷ アドバンスドグローバルＲＴ 神奈川県 1:20:01.86
230 4456 廣作 拓郎 ﾋﾛｻｸ ﾀｸｵ 青山双輪會 東京都 1:20:02.93
231 7472 多田 浩敏 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾄｼ 埼玉県 1:20:06.01
232 4366 近藤 祝道 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾐﾁ ＰＬＵＳーＵＬＴＲＡ 愛知県 1:20:10.16
233 8039 本田 憲一 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｲﾁ Ｙ’ｓＲａｃｉｎｇＭＫＤ 和歌山県 1:20:10.41
234 4344 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ ＧＲＯＶＥ港北 大阪府 1:20:11.63
235 6298 佐野 竜次 ｻﾉ ﾘｭｳｼﾞ チームスポーツキッド 東京都 1:20:14.05
236 6315 豊田 元 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾞﾝ カネコイングス 埼玉県 1:20:17.69
237 4063 萩原 慶幸 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼﾕｷ ｂｉｃｉ－ｏｋａｄａｍａｎ 静岡県 1:20:18.76
238 8083 石本 健一 ｲｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁ スネークバイト 広島県 1:20:18.84
239 4243 石川 祥司 ｲｼｶﾜ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 1:20:28.01
240 6399 高橋 玄 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 順天堂外科 東京都 1:20:30.51
241 8077 藤木 亮介 ﾌｼﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ＦＢＣＡ 埼玉県 1:20:31.81
242 5392 丸山 敦 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂｼ 千葉道場 東京都 1:20:32.47
243 7043 渡邉 和夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ コギコギ 茨城県 1:20:32.85
244 4316 木邑 賢二 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 大阪府 1:20:33.45
245 5283 田邊 弘毅 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｹ 新潟県 1:20:37.54
246 4635 細田 将志 ﾎｿﾀﾞ ﾏｻｼ ＶＡＸさやま 埼玉県 1:20:37.78
247 10538 山内 俊幸 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾕｷ ペルジタ 東京都 1:20:37.93
248 5030 平山 勝基 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾂｷ ヘイタンホンポ 千葉県 1:20:41.24
249 5529 秋山 弘明 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 建築系自転車部 東京都 1:20:41.93
250 4238 宮内 猛志 ﾐﾔｳﾁ ﾀｹｼ Ｋ 兵庫県 1:20:43.83
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251 4268 桑垣 善信 ｸﾜｶﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ サークルサイクル 千葉県 1:20:45.64
252 3355 伏井 一雄 ﾌｼｲ ｶｽﾞｵ ｏｖｅｒ－ｄｏ 埼玉県 1:20:49.40
253 7104 坂井 啓介 ｻｶｲ ｹｲｽｹ チーム・フォルツァ！ 茨城県 1:20:58.23
254 4239 原田 正志 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｼ 静岡県 1:21:02.23
255 8024 薦田 俊一 ｺﾓﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 大阪府 1:21:05.66
256 5216 相原 正大 ｱｲﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 希望回復堂 静岡県 1:21:07.76
257 11118 蒲原 亮 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾘｮｳ 静岡県 1:21:10.18
258 3366 前川 健太 ﾏｴｶﾜ ｹﾝﾀ 神奈川県 1:21:10.30
259 4424 真島 由朗 ﾏｼﾞﾏ ﾖｼﾛｳ Ｅ－ｋｏｔｏＬＩＦＥ 神奈川県 1:21:17.05
260 7109 室住 竜哉 ﾑﾛｽﾞﾐ ﾀﾂﾔ キクミミモータース 静岡県 1:21:17.61
261 10263 高橋 良尚 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾅｵ 神奈川県 1:21:20.81
262 5095 仙坂 猛 ｾﾝｻﾞｶ ﾀｹｼ くろねこ 福島県 1:21:21.88
263 6544 丸山 啓之 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ ＳＲＰ－Ｚ 東京都 1:21:26.09
264 5040 瀧川 陽一 ﾀｷｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ ユニスト 東京都 1:21:31.16
265 5579 豊島 雄樹 ﾄﾖｼﾏ ﾕｳｷ Ｆ２ＣＣ 神奈川県 1:21:33.75
266 4627 白鳥 信介 ｼﾗﾄﾘ ｼﾝｽｹ 愛知県 1:21:34.36
267 6214 村山 大 ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾞｲ 神奈川県 1:21:40.19
268 3383 池田 宏 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ カンパニオ 兵庫県 1:21:40.78
269 6429 吉村 輝 ﾖｼﾑﾗ ﾋｶﾙ ＬＥＧＡＩＮ 東京都 1:21:41.57
270 5152 渡邉 聖一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 奈良県 1:21:43.26
271 3379 杉山 達彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ 蕎麦宗 静岡県 1:21:43.63
272 5598 ＨＥＷＩＴＴ ＴＨＯＭＡＳ ﾋｭｰｲｯﾄ ﾄｰﾏｽ 東京都 1:21:45.75
273 6308 竹田 和弘 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 1:21:58.87
274 4425 船田 悟史 ﾌﾅﾀﾞ ｻﾄｼ ＳＩＭＰＬＥＸ 東京都 1:22:09.36
275 3283 吉田 倫昭 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁｱｷ 愛知県 1:22:10.90
276 4647 山口 宏之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ よしいアスリート倶楽部 群馬県 1:22:10.96
277 3483 橋本 琢 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸ ｖｉｖａ ｚａｐｐｅｉ 京都府 1:22:12.12
278 3559 柴田 真之 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 静岡県 1:22:14.72
279 4234 松木 誠 ﾏﾂｷﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:22:16.35
280 4574 嶋田 浩丈 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 神奈川県 1:22:17.22
281 4035 小山 裕幸 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 谷和原ＳＣＡ 茨城県 1:22:21.74
282 4373 松本 明彦 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋｺ シスロル 東京都 1:22:23.77
283 5107 齋藤 淳 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ ｓａｋｅｖｉ 東京都 1:22:27.32
284 8283 植坂 岳治 ｳｴｻｶ ｶﾞｸｼﾞ 埼玉県 1:22:35.84
285 7173 松縄 要 ﾏﾂﾅﾜ ｶﾅﾒ みんくる深川 千葉県 1:22:35.94
286 6300 吉田 英昭 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ チームベッキー 神奈川県 1:22:38.37
287 6525 林部 澄直 ﾊﾔｼﾍﾞ ｽﾐﾅｵ インフィニティ 長野県 1:22:45.16
288 4575 島田 大 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲ パインヒルズ９０ 神奈川県 1:22:48.63
289 6265 今井 正秀 ｲﾏｲ ﾏｻﾋﾃﾞ 東京都 1:22:50.99
290 13277 吉川 敏典 ﾖｼｶﾜ ﾄｼﾉﾘ 大福屋 埼玉県 1:22:51.66
291 6446 川崎 裕雄 ｶﾜｻｷ ﾋﾛｵ 山梨県 1:22:56.03
292 6312 福馬 哲也 ﾌｸﾏ ﾃﾂﾔ 神奈川県 1:22:57.22
293 5428 田澤 鉄平 ﾀｻﾞﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 溶岩戦隊 神奈川県 1:23:01.47
294 7003 戸田 誠 ﾄﾀﾞ ﾏｺﾄ 日野自動車レーシングチーム 東京都 1:23:05.02
295 5555 一志 達也 ｲﾁｼ ﾀﾂﾔ Ａｄａｇｉｏ 東京都 1:23:10.27
296 6055 中野 博之 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 1:23:13.03
297 11566 鈴木 辰佳 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾖｼ スクエア 東京都 1:23:15.45
298 5293 村上 大輔 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 1:23:16.58
299 7168 谷口 雄大 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ バイクルプラザＲ・Ｔ 東京都 1:23:21.84
300 3633 舟山 聖岳 ﾌﾅﾔﾏ ｷﾖﾀｹ 茨城県 1:23:23.78
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301 8060 小出 和行 ｺｲﾃﾞ ｶｽﾞﾕｷ ぐるぐる自転車部 愛知県 1:23:26.02
302 10220 川上 隆 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｼ 神奈川県 1:23:28.80
303 4413 鈴木 薫 ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ 静岡県 1:23:30.11
304 6121 松本 直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 岡山県 1:23:31.46
305 5441 渡辺 健太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ シーリア 東京都 1:23:32.80
306 5320 青木 敬二郎 ｱｵｷ ｹｲｼﾞﾛｳ ヘイタンホンポ 東京都 1:23:34.60
307 5608 柳田 賢祐 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｹﾝｽｹ 埼玉県 1:23:37.73
308 3367 出畑 浩 ﾃﾞﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 東京都 1:23:38.98
309 6244 吉村 武司 ﾖｼﾑﾗ ﾀｹｼ ＲＲ神奈川 神奈川県 1:23:41.91
310 9175 新村 貴樹 ｼﾝﾑﾗ ﾀｶｷ 東京都 1:23:46.01
311 6142 野口 壮司 ﾉｸﾞﾁ ｿｳｼﾞ ＳＥＯ８２１４ 埼玉県 1:23:49.62
312 5395 西原 栄一 ﾆｼﾊﾗ ｴｲｲﾁ 愛知県 1:23:49.98
313 9069 小池 和紀 ｺｲｹ ｶｽﾞﾉﾘ チームなっし～！ 東京都 1:23:51.90
314 9074 鈴木 貴之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:23:53.13
315 3137 中川 茂 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 1:23:56.75
316 8408 田中 博之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県 1:23:59.86
317 7255 大澤 雅樹 ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ 神奈川県 1:24:01.59
318 5188 越 大輔 ｺｼ ﾀﾞｲｽｹ クレイジー トレイン 愛知県 1:24:06.95
319 9116 奥村 純 ｵｸﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 川口市自転車競技連盟 埼玉県 1:24:11.53
320 12281 大庭 康嗣 ｵｵﾊﾞ ｺｳｼﾞ 静岡県 1:24:13.70
321 8238 菅野 伸和 ｶﾝﾉ ﾉﾌﾞｶｽﾞ スターロード 東京都 1:24:13.96
322 3511 小林 正樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ ＴＢＲ 東京都 1:24:16.03
323 9264 山田 貴一 ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ グランディヴェル 東京都 1:24:16.26
324 7492 山田 和也 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ たけのこ流し 東京都 1:24:16.66
325 5291 大貫 信二 ｵｵﾇｷ ｼﾝｼﾞ コギー青葉台 東京都 1:24:16.90
326 5351 圷 正志 ｱｸﾂ ﾏｻｼ 大高建設二輪部 茨城県 1:24:17.88
327 5089 原口 晃 ﾊﾗｸﾞﾁ ｱｷﾗ レッドシューズ 神奈川県 1:24:22.40
328 6040 佐藤 忠彦 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾋｺ ＡＲＩＥＴＴＡ 埼玉県 1:24:22.64
329 4531 中村 吉秀 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ チーム矢崎 静岡県 1:24:25.71
330 8523 宇田川 鉄夫 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾃﾂｵ Ｂ．Ｙ．Ｃ．Ｃ． 神奈川県 1:24:25.79
331 9296 佐藤 雅俊 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 1:24:27.14
332 6558 田代 渉 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ カラーズ 埼玉県 1:24:28.02
333 4207 橋本 裕樹 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ ＨＩＰＳ－ＴＴ 東京都 1:24:28.07
334 5167 石榑 毅 ｲｼｸﾞﾚ ﾂﾖｼ ＯＴＣＣ 群馬県 1:24:28.73
335 4133 william darcy Erith william darcy Erith 1:24:29.78
336 15484 寺本 雄一郎 ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都 1:24:30.48
337 7299 加藤 亨 ｶﾄｳ ﾄｵﾙ 東京都 1:24:32.54
338 5213 出原 功 ｲｽﾞﾊﾗ ｲｻｵ 愛知県 1:24:35.47
339 8111 渡邉 哲生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂｵ 福島県 1:24:38.92
340 3004 福原 義樹 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼｷ ポポロＡＣ 千葉県 1:24:41.02
341 5138 石田 卓哉 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾔ チームしげさん 東京都 1:24:41.15
342 5411 内田 大心 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｼﾝ まるいち 愛知県 1:24:41.67
343 6494 奈良瀬 勝弘 ﾅﾗｾ ｶﾂﾋﾛ 埼玉県 1:24:42.69
344 4503 磯崎 剣 ｲｿｻﾞｷ ﾂﾙｷﾞ 神奈川県 1:24:42.71
345 7137 海野 芳敬 ｳﾝﾉ ﾖｼﾀｶ 静岡県 1:24:43.30
346 3338 安達 晃彦 ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾋｺ エクスぺリア 東京都 1:24:43.59
347 5477 末永 哲也 ｽｴﾅｶﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 1:24:46.35
348 6151 桑野 雅利 ｸﾜﾉ ﾏｻﾄｼ 粟レンジャー 静岡県 1:24:52.69
349 7135 村上 利幸 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼﾕｷ ＴｅａｍＮＴＳ 東京都 1:24:53.21
350 5355 山下 勝矢 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾔ ぽっチャリ倶楽部 静岡県 1:24:53.25
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351 4396 佐々木 邦暢 ｻｻｷ ｸﾆﾉﾌﾞ 日本マイクロソフト自転車部 東京都 1:24:57.56
352 5240 齊藤 信浩 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ ブリヂストンタイヤジャパン 埼玉県 1:24:59.50
353 10508 松永 英士 ﾏﾂﾅｶﾞ ｴｲｼﾞ ＶＡＸＳＡＹＡＭＡ 埼玉県 1:25:00.49
354 5179 富家 保行 ﾄﾐｲｴ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 1:25:03.33
355 6326 小林 秀行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 1:25:07.20
356 5106 柴田 知 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｵ Ｐｒｏｊｅｃｔ－Ｄ 静岡県 1:25:09.38
357 5219 高橋 幸太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ チームポテト 神奈川県 1:25:09.93
358 7032 石井 利幸 ｲｼｲ ﾄｼﾕｷ 東京都 1:25:11.31
359 4562 涌嶋 涼二 ﾜｸｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉県 1:25:13.26
360 6505 萩原 秀之 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 静岡県 1:25:13.80
361 5471 安井 哲郎 ﾔｽｲ ﾃﾂﾛｳ 東大整形 東京都 1:25:15.01
362 6440 三並 豊貴 ﾐﾅﾐ ﾄﾖｷ 千葉県 1:25:15.81
363 5218 小串 岳大 ｵｸﾞｼ ﾀｹﾋﾛ 東京都 1:25:16.97
364 8312 及川 友生 ｵｲｶﾜ ﾄﾓｵ エーピーテクノ自転車部 神奈川県 1:25:17.18
365 6304 安田 昌泰 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ３７℃ 千葉県 1:25:18.10
366 5520 小石川 英樹 ｺｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:25:23.34
367 5488 結城 昌也 ﾕｳｷ ﾏｻﾔ フジヒール 埼玉県 1:25:23.75
368 12602 ｆｕｒｕｋａｗａ ｋｏｉｃｈｉｒｏ ﾌﾙｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 1:25:23.87
369 6342 山中 克哉 ﾔﾏﾅｶ ｶﾂﾔ チームコバリン 山梨県 1:25:33.36
370 11049 小林 宏和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 1:25:33.50
371 7351 大江 徹也 ｵｵｴ ﾃﾂﾔ ＩＩＪ 千葉県 1:25:33.60
372 4469 石渡 誠一 ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ フルーブ 神奈川県 1:25:34.52
373 7067 川崎 芳晴 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾊﾙ ラファサイクリングクラブ 東京都 1:25:34.60
374 6578 吉川 賢 ｷｯｶﾜ ﾏｻﾙ 東京都 1:25:36.79
375 6268 生田目 恵 ﾅﾏﾀﾒ ﾒｸﾞﾐ ナマブラーザン 栃木県 1:25:38.80
376 6229 尾谷 洋 ｵﾀﾆ ﾋﾛｼ キクミミモータース 埼玉県 1:25:41.87
377 5636 河田 幸雄 ｶﾜﾀﾞ ﾕｷｵ 神奈川県 1:25:41.96
378 9323 鈴木 貴博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 1:25:43.54
379 6154 國見 裕一 ｸﾆﾐ ﾕｳｲﾁ 東京都 1:25:45.39
380 3264 鈴木 一郎 ｽｽﾞｷ ｲﾁﾛｳ パインヒルズ’９０ 東京都 1:25:46.39
381 5200 秋山 達也 ｱｷﾔﾏ ﾀﾂﾔ 東京都 1:25:48.76
382 7473 村上 真央 ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ 東京都 1:25:49.10
383 5647 大澤 勇人 ｵｵｻﾜ ﾊﾔﾄ 東京都 1:25:50.08
384 4370 遠藤 強 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ シスロル 埼玉県 1:25:53.22
385 6341 David Arthur Jenkins David Arthur Jenkins 1:25:55.34
386 4471 渡辺 宗義 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈﾖｼ 東京都 1:25:57.86
387 10143 岩井 健一 ｲﾜｲ ｹﾝｲﾁ Ｔｅａｍ ＧＬＯＢＩＳ 埼玉県 1:25:58.93
388 7130 有田 宗生 ｱﾘﾀ ﾓﾄｷ 東京都 1:26:00.71
389 8344 細田 英俊 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ ｊｒｉ－ｍｍｃｔ 神奈川県 1:26:10.98
390 9192 大石 智康 ｵｵｲｼ ﾄﾓﾔｽ レーシングライツ浜松 静岡県 1:26:12.47
391 5575 佐藤 進一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 千葉県 1:26:15.46
392 5563 玉置 豊後 ﾀﾏｵｷ ﾌﾞﾝｺﾞ Ｔｅａｍいきぎれ 東京都 1:26:16.04
393 4141 伊澤 一嘉 ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ ＴｏｎｉｃＴｅａｍＪａｐａｎ 神奈川県 1:26:16.46
394 5487 望月 新太郎 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ ＶＩＶＡＺＡＰＰＥＩ 静岡県 1:26:23.97
395 9256 中西 孝 ﾅｶﾆｼ ﾀｶｼ 静岡県 1:26:24.35
396 10098 本間 宗一 ﾎﾝﾏ ｿｳｲﾁ 指笠ＲＣ 愛知県 1:26:30.90
397 6433 房野 友樹 ﾌｻﾉ ﾄﾓｷ ＳＣＳＫサイクル倶楽部 神奈川県 1:26:33.16
398 6094 山下 貴弘 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 粟レンジャー 静岡県 1:26:35.38
399 4598 浅島 和稔 ｱｻｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄｼ ＰＥＤＡＬＩＳＴ 神奈川県 1:26:37.66
400 5193 小林 裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ＲＡＦＦ 静岡県 1:26:37.93
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401 5128 清水 優好 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾀｶ チーム・コバリン 山梨県 1:26:38.91
402 4282 相原 裕明 ｱｲﾊﾗ ﾋﾛｱｷ クロスヤマナシ 山梨県 1:26:42.17
403 14427 河村 健一 Kawamura Kenichi アロハガイド 静岡県 1:26:42.30
404 9042 木村 健一郎 ｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ ＳＬＳＩちゃり部 神奈川県 1:26:46.14
405 11567 日下部 弘司 ｸｻｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 埼玉県 1:26:46.38
406 10160 片桐 史智 ｶﾀｷﾞﾘ ﾌﾐﾄﾓ 千葉県 1:26:46.66
407 8002 鶴田 洋治 ﾂﾙﾀ ﾖｳｼﾞ 東京都 1:26:47.15
408 3096 井上 崇 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ モンテラック 神奈川県 1:26:49.93
409 9015 大塚 元滋 ｵｵﾂｶ ﾓﾄｼｹﾞ ＷＦＣ 東京都 1:26:52.07
410 4256 大庭 康彦 ｵｵﾊﾞ ﾔｽﾋｺ ＳＩＭＰＬＥＸ 静岡県 1:26:55.79
411 5643 佐野 貴由 ｻﾉ ﾀｶﾖｼ 静岡県 1:26:58.92
412 3514 佐藤 孝弥 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 寿限無 三重県 1:26:58.93
413 7155 坂利 誠司 ｻｶﾘ ｾｲｼﾞ ウィンカムレーシングチーム 神奈川県 1:27:00.47
414 14546 橋本 隆二 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ フレンド 東京都 1:27:01.48
415 5104 米本 豊 ﾖﾈﾓﾄ ﾕﾀｶ 轍屋 神奈川県 1:27:01.56
416 7201 足立 達也 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ 神奈川県 1:27:02.06
417 8113 山下 修史 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ じて吉 千葉県 1:27:04.19
418 7163 小島 修司 ｺｼﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ 東京都 1:27:07.51
419 7292 伊藤 博之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ミブロ 東京都 1:27:08.78
420 5072 津井 信一郎 ﾂｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ 北海道 1:27:09.70
421 7585 川又 永治 ｶﾜﾏﾀ ｴｲｼﾞ 栃木県 1:27:11.97
422 7041 秋山 徳孝 ｱｷﾔﾏ ﾉﾘﾀｶ 東京都 1:27:12.30
423 6596 三宅 大輔 ﾐﾔｹ ﾀﾞｲｽｹ トコサイ倶楽部 東京都 1:27:14.17
424 6119 浅田 亮 ｱｻﾀﾞ ﾘｮｳ チーム長谷川 埼玉県 1:27:14.35
425 6458 宮地 伸吾 ﾐﾔｼﾞ ｼﾝｺﾞ 大井松田カートランド 神奈川県 1:27:15.06
426 4168 佐藤 裕功 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ キタノＤＲＳ 静岡県 1:27:17.34
427 8437 中島 康臣 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽｵﾐ バイクルプラザＲ・Ｔ 東京都 1:27:21.66
428 4632 篠原 徹也 ｼﾉﾊﾗ ﾃﾂﾔ 埼玉県 1:27:23.89
429 5137 横井 信広 ﾖｺｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 東京都 1:27:26.28
430 15536 黒沢 雅志 ｸﾛｻﾜ ﾏｻｼ 茨城県庁自転車部 茨城県 1:27:27.83
431 5065 山田 忠臣 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｵﾐ ＳＢＣ 神奈川県 1:27:31.61
432 7566 酒井 省吾 ｻｶｲ ｼｮｳｺﾞ イトダ塾 愛知県 1:27:32.25
433 5367 太田原 契寿 ｵｵﾀﾜﾗ ｹｲｼﾞｭ アンドバイシクル 千葉県 1:27:33.34
434 7579 石井 健一 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ チームラフリバー 東京都 1:27:33.91
435 7442 小寺 孝史 ｺﾃﾞﾗ ﾀｶｼ 東京都 1:27:34.65
436 9295 広瀬 航 ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 山梨県 1:27:38.39
437 6445 森 正宏 ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ Ｔｅａｍいきぎれ 東京都 1:27:38.98
438 14394 大橋 興 ｵｵﾊｼ ｺｳ 東京都 1:27:44.03
439 8149 中島 卓也 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 神奈川県 1:27:44.16
440 7087 三田村 正寛 ﾐﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ オンサン 神奈川県 1:27:45.27
441 7203 目黒 浩司 ﾒｸﾞﾛ ｺｳｼﾞ チームＮＲ 神奈川県 1:27:47.81
442 10486 西堀 主 ﾆｼﾎﾞﾘ ﾏﾓﾙ 東京都 1:27:51.44
443 6088 冨田 大輔 ﾄﾐﾀ ﾀﾞｲｽｹ ＴＥＡＭ畦道 埼玉県 1:27:51.81
444 10336 松田 光太 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀ ＬＥＧＯＮ 東京都 1:27:51.92
445 5466 橋本 透 ﾊｼﾓﾄ ﾄｵﾙ シクレッチャ！ 栃木県 1:27:55.49
446 6195 名塚 康弘 ﾅﾂﾞｶ ﾔｽﾋﾛ エンドウ商会 神奈川県 1:27:58.95
447 11251 田邊 守通 ﾀﾅﾍﾞ ﾓﾘﾐﾁ 花道 愛知県 1:28:04.02
448 9144 小澤 紀彦 ｵｻﾞﾜ ﾉﾘﾋｺ 東京都 1:28:12.85
449 5506 シャトルワース アンドリュー ｼｬﾄﾙﾜｰｽ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 東京クランクス 東京都 1:28:13.88
450 9453 藤巻 亮二 ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 1:28:14.03
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451 7034 木藤 秋晴 ｷﾄｳ ｱｷﾊﾙ 東京都 1:28:15.55
452 7153 兵頭 厚弘 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱﾂﾋﾛ ムサシイチバン 静岡県 1:28:15.78
453 14428 高柳 光政 Takayanagi Mitsumasa アロハガイド 静岡県 1:28:17.91
454 9060 山本 教夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ ＩＧＲＰ新横浜 神奈川県 1:28:19.76
455 9322 松本 光弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 1:28:22.40
456 4416 穴井 和弘 ｱﾅｲ ｶｽﾞﾋﾛ チームプロポスタ 静岡県 1:28:23.85
457 10080 菱沼 賢司 ﾋｼﾇﾏ ｹﾝｼﾞ ＦＥ＋らいだぁす 茨城県 1:28:26.11
458 6451 藤田 朗誉 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾖ 東京都 1:28:29.73
459 7252 中村 泰樹 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｷ アトミック出前迅速 大阪府 1:28:30.73
460 6029 明田 宏之 ｱｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ アステクノス 静岡県 1:28:35.26
461 8258 高橋 明彦 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋｺ 神奈川県 1:28:36.19
462 10005 中村 哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 神奈川県 1:28:36.51
463 4292 長房 剛志 ﾅｶﾞﾌｻ ﾀｹｼ ＢＩＣＩ ＯＫＡＤＡＭＡＮ 静岡県 1:28:38.76
464 4347 野尻 和政 ﾉｼﾞﾘ ｶｽﾞﾏｻ ワイズロード 埼玉県 1:28:38.79
465 5628 浅木 隆夫 ｱｻｷ ﾀｶｵ チームイノベーター 神奈川県 1:28:42.99
466 8044 倉本 賀行 ｸﾗﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:28:43.50
467 8037 望月 智好 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾖｼ ジーンズモチヅキ 神奈川県 1:28:45.39
468 8262 栗木 慶 ｸﾘｷ ｹｲ コブラ会 大阪府 1:28:45.50
469 5281 長久保 修 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ｵｻﾑ チームサミット 神奈川県 1:28:45.59
470 8257 清水 竜次 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｼﾞ オタフク 三重県 1:28:46.97
471 7548 柳橋 閑 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ｼｽﾞｶ Ｎｕｍｂｅｒ 東京都 1:28:47.62
471 11310 長谷山 和幸 ﾊｾﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 静岡県 1:28:47.62
473 5446 新山 栄司 ﾆｲﾔﾏ ｴｲｼﾞ 神奈川県 1:28:56.82
474 15301 澤登 利一 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾄｼｶｽﾞ 山梨県 1:28:57.70
475 6105 中辻 浩一 ﾅｶﾂｼﾞ ｺｳｲﾁ ミツバ自転車部 愛知県 1:29:01.50
476 7263 青木 太郎 ｱｵｷ ﾀﾛｳ 神奈川県 1:29:02.58
477 4150 世古口 良 ｾｺｸﾞﾁ ﾘｮｳ ゆるサイ倶楽部 千葉県 1:29:03.44
478 6541 徳本 義明 ﾄｸﾓﾄ ﾖｼｱｷ Ｔｅａｍ ＫＩＤＳ 東京都 1:29:09.09
479 5375 松野 裕司 ﾏﾂﾉ ﾕｳｼﾞ ＡＴＯ１．８ 神奈川県 1:29:11.29
480 4164 徳江 和雅 ﾄｸｴ ｶｽﾞﾏｻ 東京都 1:29:13.96
481 5514 大高 昌 ｵｵﾀｶ ﾏｻﾙ クレイジーモンキーズ 埼玉県 1:29:15.13
482 7110 丸山 勝之 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂﾕｷ カレーラーメン大盛り半炒飯 京都府 1:29:18.61
483 5422 宮平 智仁 ﾐﾔﾋﾗ ﾄﾓﾋﾄ 土曜の会 大阪府 1:29:19.85
484 10024 井田 順和 ｲﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県 1:29:26.42
485 6019 吉田 礼徳 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉﾘ おーゆーえむいー 兵庫県 1:29:28.60
486 9490 小笠原 尚久 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶﾋｻ ネクストスケープ自転車部 東京都 1:29:34.45
487 14188 刑部 匡一 ｵｻｶﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ チームＤ 愛知県 1:29:35.00
488 8349 高岸 佳朗 ﾀｶｷﾞｼ ﾖｼﾛｳ 静岡県 1:29:35.66
489 9220 吉水 嘉郎 ﾖｼﾐｽﾞ ﾖｼｵ 神奈川県 1:29:42.29
490 4042 岩田 裕一 ｲﾜﾀ ﾕｳｲﾁ ＯＴＴＯ 東京都 1:29:43.01
491 6340 平松 寿典 ﾋﾗﾏﾂ ﾄｼﾉﾘ ビギナーズプラック 埼玉県 1:29:45.37
492 4487 野村 佳吾 ﾉﾑﾗ ｹｲｺﾞ ダンシングアレー 愛知県 1:29:50.81
493 11024 石黒 隆司 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｶｼ 埼玉県 1:29:50.88
494 7284 大山 一浩 ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ＰｒｅｔｔｙＰａｎｄａ 神奈川県 1:29:50.95
495 5148 宮森 雄一 ﾐﾔﾓﾘ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:29:52.62
496 8486 柳沢 洋 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛｼ 長野県 1:29:55.35
497 7071 岩崎 善裕 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾋﾛ 東京都 1:29:58.82
498 6608 照沼 寛之 ﾃﾙﾇﾏ ﾋﾛﾕｷ ＭＢＪ チームＡ 神奈川県 1:30:00.73
499 12478 小瀬村 典之 ｺｾﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 1:30:01.00
500 10001 西岡 生博 ﾆｼｵｶ ﾅﾙﾋﾛ 東京都 1:30:01.69
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501 6550 丹沢 好紀 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 山梨県 1:30:02.41
502 6140 加藤 良裕 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 山梨県 1:30:03.23
503 9231 森本 剛史 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹｼ 奈良県 1:30:03.42
504 4441 高槻 将文 ﾀｶﾂｷ ﾏｻﾌﾐ ロードバイク会 静岡県 1:30:03.82
505 9432 細井 道彦 ﾎｿｲ ﾐﾁﾋｺ 東京都 1:30:08.96
506 6507 坂本 誠 ｻｶﾓﾄ ﾏｺﾄ アトミック出前迅速 大阪府 1:30:11.48
507 8161 妹尾 唯史 ｾﾉｵ ﾀﾀﾞｼ 服部倶楽部 奈良県 1:30:12.78
508 6108 吉田 薫 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ マンゴー隊 神奈川県 1:30:14.08
509 8162 運野 修 ｳﾝﾉ ｵｻﾑ 東京都 1:30:15.36
510 7099 宗像 道大 ﾑﾅｶﾀ ﾐﾁﾋﾛ 男浪漫 東京都 1:30:16.67
511 11114 兵頭 毅之 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｹﾕｷ エンドウ商会 神奈川県 1:30:19.43
512 10032 藤森 祐輔 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｽｹ ブエナスエルテ 東京都 1:30:19.44
513 5151 助友 信夫 ｽｹﾄﾓ ﾉﾌﾞｵ チクリスタ町屋 東京都 1:30:20.00
514 13520 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 岐阜県 1:30:21.23
515 4050 吉澤 匡 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ スワッチ 千葉県 1:30:21.47
516 10545 岡村 昌敏 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 軽率会 岐阜県 1:30:27.91
517 6570 大久保 邦人 ｵｵｸﾎﾞ ｸﾆﾄ 東京都 1:30:28.56
518 7543 坂本 聡 ｻｶﾓﾄ ｻﾄｼ 新潟県三条輪友会 新潟県 1:30:30.37
519 5115 フィリップ マグレイド ﾌｨﾘｯﾌﾟ ﾏｸﾞﾚｲﾄﾞ ＴＲＥＫ 兵庫県 1:30:35.69
520 7055 白神 成章 ｼﾗｶﾐ ﾋﾃﾞｱｷ スタンベッチ 東京都 1:30:36.98
521 15458 〆野 洋平 ｼﾒﾉ ﾖｳﾍｲ 千葉県 1:30:40.64
522 9471 山口 勝秀 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾃﾞ 神奈川県 1:30:45.54
523 8096 吉田 卓也 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ ティーコック 茨城県 1:30:46.30
524 6373 今井 治行 ｲﾏｲ ﾊﾙﾕｷ ＳＯＣＩＡＬ ＡＰＰＳ 東京都 1:30:47.54
525 6160 里 明 ｻﾄ ｱｷﾗ 神奈川県 1:30:50.42
526 5215 吉川 弘行 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ まいぷれ 千葉県 1:30:50.89
527 9012 みやち 淳二 ﾐﾔﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ ＫＡＺＥビギナー 愛知県 1:30:57.99
528 4333 甲斐田 和宏 ｶｲﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ゆるサイ倶楽部 千葉県 1:31:00.22
529 4325 宮田 哲洋 ﾐﾔﾀ ﾃﾂﾋﾛ 東京都 1:31:02.00
530 4463 吉川 朋伸 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾉﾌﾞ トレック 兵庫県 1:31:04.79
531 5331 高野 勲 ﾀｶﾉ ｲｻｵ ＰＭＣＣ 東京都 1:31:12.19
532 7024 山本 剛 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞｳ 神奈川県 1:31:14.64
533 11473 安井 有介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ ＹＭＦ 埼玉県 1:31:20.71
534 15174 勝部 健太郎 ｶﾂﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:31:23.61
535 13499 小沢 一好 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ ドライ 神奈川県 1:31:27.74
536 10156 佐藤 高 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 千葉県 1:31:32.56
537 11266 横内 幹 ﾖｺｳﾁ ｶﾝ 山梨県 1:31:33.83
538 9009 小山 哲也 ｵﾔﾏ ﾃﾂﾔ 神奈川県 1:31:45.21
539 13056 鈴木 暁 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ モンキーロットン／八角堂 東京都 1:31:45.91
540 6461 加藤 英則 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ スズパワー 埼玉県 1:31:51.70
541 12535 八代田 純一 ﾔｼﾛﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府 1:31:53.95
542 15591 コーテ トラヴィス ｺｰﾃ ﾄﾗｳﾞｨｽ 神奈川県 1:31:56.14
543 7586 熊谷 真利 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾄｼ 愛知県 1:32:04.97
544 5011 小泉 研二 ｺｲｽﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:32:12.03
545 11027 池谷 光司 ｲｹﾔ ｺｳｼﾞ Ｔｅａｍ ４ｚｅｒｏ２ 埼玉県 1:32:16.30
546 7230 佐藤 博茂 ｻﾄｳ ﾋﾛﾓﾄ 神奈川県 1:32:22.74
547 7158 セオ ツトム ｾｵ ﾂﾄﾑ ＴＥＡＭＳＥＯ 東京都 1:32:22.81
548 7159 喜多 剛士 ｷﾀ ｺｳｼﾞ スタンベッチ 東京都 1:32:23.49
549 8330 津曲 宏一郎 ﾂﾏｶﾞﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ バイクタウンサイクリング 神奈川県 1:32:29.50
550 4338 植本 研一 ｳｴﾓﾄ ｹﾝｲﾁ コムリン 東京都 1:32:31.30
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551 4330 柳沢 和考 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾅﾘ サカタ レーシング クラブ 千葉県 1:32:33.12
552 8381 向田 真太郎 ﾑｶｲﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ＲＣＣ 東京都 1:32:36.09
553 7602 湯浅 康弘 ﾕｱｻ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 1:32:36.65
554 6093 北野 敦 ｷﾀﾉ ｱﾂｼ 石川県 1:32:37.03
555 4527 松本 一幸 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ チーム暴食会 東京都 1:32:37.23
556 5406 石丸 英樹 ｲｼﾏﾙ ﾋﾃﾞｷ ＷＲＯＹＺ 千葉県 1:32:40.19
557 9298 中村 充利 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾄｼ チームカメダ 千葉県 1:32:41.30
558 11090 三井 政彦 ﾐﾂｲ ﾏｻﾋｺ ベノム 山梨県 1:32:43.88
559 10485 筋野 誠 ｽｼﾞﾉ ﾏｺﾄ 埼玉県 1:32:45.96
560 10196 菅田 善弘 ｽｶﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ ピアチェーレヤマ 東京都 1:32:47.76
561 5330 森田 隆太郎 ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東京都 1:32:49.79
562 10153 原田 良太 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ＴＨＣＲ 神奈川県 1:32:51.25
563 10268 矢野 武 ﾔﾉ ﾀｹｼ 栃木県 1:32:51.48
564 8568 丸山 和人 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 大阪府 1:32:56.81
565 8449 高橋 秀和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 新潟県 1:32:58.32
566 9485 八木 俊雄 ﾔｷﾞ ﾄｼｵ チームスカイベリー 神奈川県 1:33:04.46
567 8459 山雄 剛俊 ﾔﾏｵ ﾀｹﾄｼ 千葉県 1:33:17.17
568 10371 青木 稔 ｱｵｷ ﾐﾉﾙ 埼玉県 1:33:20.53
569 5484 長谷川 大輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ａｕｔｉｓｔａ 神奈川県 1:33:22.47
570 12041 鏡山 英男 ｶｶﾞﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 東京都 1:33:25.96
571 9299 瀬戸 正樹 ｾﾄ ﾏｻｷ 輪人 神奈川県 1:33:27.64
572 5364 村上 嘉康 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾔｽ ＪＫＣＣ 石川県 1:33:28.20
573 5161 今泉 洋 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ チームセパレイトブルー 東京都 1:33:31.76
574 14177 須賀 健次 ｽｶ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 1:33:32.69
575 14149 陳 彥宏 ﾁｪﾝ ｴﾝﾎﾝ 東京都 1:33:35.05
576 7533 田中 啓一 ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁ 愛知県 1:33:37.05
577 4069 鈴木 敦 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ すずき整形外科クリニック 千葉県 1:33:44.39
578 5123 渡辺 恵介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ チーム・コバリン 山梨県 1:33:44.79
579 12440 CHIAO FEM CHAN CHIAO FEM CHAN Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 1:33:45.29
580 9182 小林 勝彦 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋｺ 新潟県 1:33:47.42
581 8398 佐田 哲洋 ｻﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 職人魂 神奈川県 1:33:52.53
582 9097 伊藤 慎 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ サイクルハウスジロ 千葉県 1:33:54.53
583 6090 村松 和正 ﾑﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾏｻ 熊トレ・亀坂班 静岡県 1:33:55.09
584 14561 高橋 大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 1:33:56.01
585 7553 矢野 貴啓 ﾔﾉ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 1:33:56.85
586 15396 本間 稿 ﾎﾝﾏ ｺｳ ＴＲＣＢ 神奈川県 1:34:00.63
587 10467 高橋 真幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 千葉県 1:34:01.79
588 11203 大坂 岳志 ｵｵｻｶ ﾀｹｼ 東京都 1:34:02.95
589 5229 田辺 充彦 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾋｺ 埼玉県 1:34:03.27
590 13334 漆畑 貴弘 ｳﾙｼﾊﾀ ﾀｶﾋﾛ 静岡県 1:34:05.66
591 10190 岩男 貴之 ｲﾜｵ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 1:34:06.50
592 13088 伊藤 篤史 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 牧野輪業 千葉県 1:34:09.21
593 7144 松田 正哉 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾔ ザナイト 神奈川県 1:34:09.45
594 7121 布田 学ぶ ﾌﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 1:34:11.64
595 10448 佐藤 孝 ｻﾄｳ ﾀｶｼ ＦＥ＋らいだーず 茨城県 1:34:11.68
596 9032 中山 明 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ 埼玉県 1:34:12.90
597 10136 中屋 歩 ﾅｶﾔ ｱﾕﾑ 埼玉県 1:34:13.44
598 9557 小川 正洋 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 東京都 1:34:16.15
599 8411 嶋本 和彦 ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 大阪府 1:34:19.38
600 5541 山口 伸一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ Ｆ２ＣＣ 神奈川県 1:34:20.76
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601 13016 竹田 光晴 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾊﾙ Ｃｌａｓｓ１０ 神奈川県 1:34:23.69
602 7220 内田 敦士 ｳﾁﾀﾞ ｱﾂｼ オンサン 東京都 1:34:24.94
603 7325 戸田 祐介 ﾄﾀﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川県 1:34:30.19
604 8429 大能 基秀 ｵｵﾉ ﾓﾄﾋﾃﾞ ビチクレッタアルベロ 東京都 1:34:31.31
605 11211 木津 知致 ｷﾂﾞ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 1:34:32.39
606 12226 越阪部 裕之 ｵｻｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:34:37.05
607 7500 菰田 拓之 ｺﾓﾀﾞ ﾀｸﾕｷ ライジングハートレーシング 愛知県 1:34:38.29
608 6568 正田 克大 ｼｮｳﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ ワン＆チコ 東京都 1:34:41.56
609 11073 川口 克右 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｸｳ バイクアンドハイク 東京都 1:34:44.27
610 7101 行徳 啓輔 ｷﾞｮｳﾄｸ ｹｲｽｹ 東京都 1:34:46.59
611 4200 入谷 利亜希 ｲﾘﾀﾆ ﾄｼｱｷ アリアフィーナ 富士 東京都 1:34:47.45
612 5119 イノック チャオ ｲﾉｯｸ ﾁｬｵ ＴＲＥＫ 兵庫県 1:34:47.66
613 10594 毛利 竜也 ﾓｳﾘ ﾀﾂﾔ ＴＡＣＨＩＫＯＧＩ 静岡県 1:34:51.01
614 6364 須藤 伸司 ｽﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 1:34:52.65
615 9281 佐野 昇 ｻﾉ ﾉﾎﾞﾙ サノクライム 神奈川県 1:34:57.02
616 5366 久野 龍男 ﾋｻﾉ ﾀﾂｵ 福島県 1:35:00.57
617 10236 池田 修一 ｲｹﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ ＺＥＲＯ 静岡県 1:35:02.20
618 6102 鍛治 安貴 ｶｼﾞ ﾔｽﾀｶ 富山県 1:35:02.42
619 8040 尾崎 隆祐 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 奈良県 1:35:05.07
620 11334 余語 英之 ﾖｺﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 1:35:08.67
621 13563 鈴木 典士 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｵ 茨城県 1:35:10.86
622 10124 上野 智和 ｳｴﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 東京都 1:35:12.40
623 13050 湊 龍一郎 ﾐﾅﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ＢｒｉＯｒｉ浦安おやぢの会 千葉県 1:35:13.77
624 7235 山田 篤 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ アリアフィーナ 東京都 1:35:17.56
625 15506 鄭 友誼 ﾃｲ ﾕｳｷﾞ ローバリュー 大阪府 1:35:18.68
626 7479 石塚 敬之 ｲｼﾂﾞｶ ﾉﾘﾕｷ 静岡県 1:35:19.81
627 5236 西川 卓 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ 山梨県 1:35:27.97
628 7291 山部 哲 ﾔﾏﾍﾞ ﾃﾂ 静岡県 1:35:30.31
629 6383 柴田 真寿男 ｼﾊﾞﾀ ﾏｽｵ 群馬県 1:35:30.48
630 7298 菊池 直道 ｷｸﾁ ﾅｵﾐﾁ 東京都 1:35:32.19
631 8499 草野 篤 ｸｻﾉ ｱﾂｼ ビチクレッタアルベロ 大阪府 1:35:34.17
632 5379 佐藤 良幸 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:35:37.96
633 8575 畑山 善章 ﾊﾀﾔﾏ ﾖｼｱｷ りらいあ 神奈川県 1:35:38.29
634 3247 紺野 衛 ｺﾝﾉ ﾏﾓﾙ ＤＯＫＹＵ ＲＣ 東京都 1:35:40.50
635 9124 吉岡 達郎 ﾖｼｵｶ ﾀﾂﾛｳ 大津屋 福井県 1:35:41.91
636 7464 佐藤 正明 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 神奈川県 1:35:44.41
637 9337 安田 剛 ﾔｽﾀﾞ ﾂﾖｼ 愛知県 1:35:45.46
638 3297 滝田 宏行 ﾀｷﾀ ﾋﾛﾕｷ ＷＡＤＡ 栃木県 1:35:54.00
639 6079 田中 延和 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 曲がり隊！自転車部 神奈川県 1:35:54.10
640 13339 多羅尾 光 ﾀﾗｵ ﾋｻｼ 三重県 1:35:57.19
641 8464 竹田 謙司 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:35:59.10
642 10420 瀬良 信勝 ｾﾗ ﾉﾌﾞｶﾂ チームカメダ 千葉県 1:36:01.15
643 5112 前田 昭二 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ モンテラック 東京都 1:36:06.15
644 15061 福地 秀樹 ﾌｸﾁ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:36:09.05
645 13330 望月 英明 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 初トラ 東京都 1:36:09.37
646 8354 輿石 光彦 ｺｼｲｼ ﾐﾂﾋｺ ユーキャン山梨 山梨県 1:36:14.95
647 6498 佐野 吉克 ｻﾉ ﾖｼｶﾂ 東京都 1:36:17.05
648 4059 及川 哲成 ｵｲｶﾜ ﾉﾘﾏｻ フレーチャ 茨城県 1:36:17.40
649 7305 中井 克彦 ﾅｶｲ ｶﾂﾋｺ 初トラ チームまる 千葉県 1:36:19.02
650 4434 片石 明弘 ｶﾀｲｼ ｱｷﾋﾛ 静岡県 1:36:19.06
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651 8129 佐々木 俊太郎 ｻｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ Ｌｉｏｎ 神奈川県 1:36:20.70
652 9122 佐藤 淳 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:36:26.27
653 7398 野島 祐史 ﾉｼﾞﾏ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 1:36:27.37
654 13443 光安 良平 ﾐﾂﾔｽ ﾘｮｳﾍｲ 日野自動車 東京都 1:36:32.51
655 12247 倉橋 歩 ｸﾗﾊｼ ｱﾕﾑ 静岡県 1:36:38.23
656 8288 水野 賢一 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:36:41.36
657 14374 佐藤 嘉祐 ｻﾄｳ ﾖｼｽｹ 神奈川県 1:36:41.65
658 6396 佐藤 洋 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 東京都 1:36:42.25
659 6103 鈴木 重徳 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾉﾘ 埼玉県 1:36:44.30
660 9348 坂部 啓正 ｻｶﾍﾞ ﾋﾛﾏｻ ＭａｒｕＧｉ Ｃｌｕｂ 静岡県 1:36:47.39
661 7011 小松澤 浩康 ｺﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ ＴＮＹ自転車部 神奈川県 1:36:49.53
662 7342 粟野 拓郎 ｱﾜﾉ ﾀｸﾛｳ 宮城県 1:36:50.04
663 6404 廣政 哲治 ﾋﾛﾏｻ ﾃﾂｼﾞ ＶＩＶＡ雑兵 神奈川県 1:36:53.42
664 10200 荒川 敬 ｱﾗｶﾜ ｹｲ 住友電工自転車倶楽部 横浜 神奈川県 1:36:54.59
665 5582 島原 実 ｼﾏﾊﾗ ﾐﾉﾙ ＬｅＰｏｉｓｓｏｎＲｏｕｇｅ 岡山県 1:36:57.36
666 4367 孔 喜俊 ｺﾝ ﾋｼﾞｭﾝ シスロール 東京都 1:37:04.12
667 6497 萩谷 幸弘 ﾊｷﾞﾔ ﾕｷﾋﾛ 千葉県 1:37:05.11
668 7455 原田 信也 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾔ メイドさん学科自転車部 東京都 1:37:16.25
669 9352 小早川 崇 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾀｶｼ ＭａｒｕＧｉ Ｃｌｕｂ 静岡県 1:37:16.72
670 10237 栗山 和也 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ たま 富山県 1:37:20.89
671 11498 村田 正幸 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾕｷ シャカリキ 東京都 1:37:21.86
672 12241 石井 猛智 ｲｼｲ ﾀｹﾄﾓ 東京カフェポタ倶楽部 東京都 1:37:24.01
673 13085 入内島 龍 ｲﾘｳﾁｼﾞﾏ ﾘｭｳ 湘南ベロクラブ 神奈川県 1:37:24.84
674 7078 西室 和哉 ﾆｼﾑﾛ ｶｽﾞﾔ 山梨県 1:37:29.59
675 10343 小林 純 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 千葉県 1:37:35.38
676 12123 松井 正治 ﾏﾂｲ ｼｮｳｼﾞ 大阪府 1:37:38.84
677 11046 大内 康雄 ｵｵｳﾁ ﾔｽｵ シャカリキ 埼玉県 1:37:41.55
678 9439 塚本 章博 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ ＴＥＡＭＮＡＲＯ 静岡県 1:37:42.08
679 7389 渡邊 隆志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 山梨県 1:37:42.96
680 7434 西井 健一 ﾆｼｲ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:37:44.36
681 7444 塚本 英二 ﾂｶﾓﾄ ｴｲｼﾞ ＴＯＴＥＣ４６８ 愛知県 1:37:44.62
682 4446 葭野 真也 ﾖｼﾉ ｼﾝﾔ チームＹ彩湖 東京都 1:37:49.46
683 4383 小川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ シスロル 埼玉県 1:37:50.11
684 7086 藤岡 慎治 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 1:37:50.80
685 11245 三田 温 ﾐﾀ ｽﾅｵ ＴＥＡＭ１４１ 富山県 1:37:52.37
686 7315 萩原 貴弘 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:37:53.21
687 8095 小島 正継 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾂｸﾞ ＮｕｍｂｅｒＤｏ 東京都 1:37:58.65
688 11313 堀田 信 ﾎｯﾀ ｼﾝ 神奈川県 1:37:59.38
689 8554 物井 健一 ﾓﾉｲ ｹﾝｲﾁ 静岡県 1:38:02.39
690 5357 荒井 信一 ｱﾗｲ ｼﾝｲﾁ チームしげさん 群馬県 1:38:04.83
691 6139 松原 岳生 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｹｵ 奈良学園小学校 京都府 1:38:06.74
692 9094 小池 一成 ｺｲｹ ｶｽﾞﾅﾘ モンテラック 埼玉県 1:38:19.49
693 9186 根本 功一 ﾈﾓﾄ ｺｳｲﾁ 東京都 1:38:22.19
694 13191 村岡 智英 ﾑﾗｵｶ ﾄﾓﾋﾃﾞ 神奈川県 1:38:23.43
695 11097 清水 正勝 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｶﾂ 東京都 1:38:33.10
696 10373 高林 直紀 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ さくラン 東京都 1:38:43.99
697 6211 山内 真次郎 ﾔﾏｳﾁ ｼﾝｼﾞﾛｳ たまにゅ 東京都 1:38:44.43
698 12302 塩谷 浩司 ｼｵﾔ ｺｳｼﾞ ファーストペンギン 東京都 1:38:46.36
699 4534 菅原 弘二 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ 荒川芋煮会 千葉県 1:38:46.56
700 8163 飯田 健一 ｲｲﾀﾞ ｹﾝｲﾁ ＢＬＵＥ ＯＣＥＡＮ 千葉県 1:38:48.37
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701 12601 那賀 樹一郎 ﾅｶ ｷｲﾁﾛｳ 静岡県 1:38:49.66
702 3572 武井 辰彦 ﾀｹｲ ﾀﾂﾋｺ 山梨県 1:38:50.48
703 7127 長島 直樹 ﾅｶﾞｼﾏ ﾅｵｷ 神奈川県 1:38:52.31
704 13448 金本 明 ｶﾈﾓﾄ ｱｷﾗ 埼玉県 1:38:53.29
705 14304 恵 大輔 ﾒｸﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ ＬＯＫＯ Ｒａｃｉｎｇ 滋賀県 1:39:03.34
706 6260 君島 和久 ｷﾐｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｻ ＴＣＣ 神奈川県 1:39:04.64
707 11044 原 篤司 ﾊﾗ ｱﾂｼ 神奈川県 1:39:10.08
708 11321 大島 大助 ｵｵｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ ＭＣＣ 長野県 1:39:12.14
709 12093 松永 元明 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾓﾄｱｷ 東京都 1:39:12.92
710 11232 今泉 豊 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕﾀｶ 思い出ロードチーム 群馬県 1:39:12.93
711 9045 榛葉 祐二 ｼﾝﾊﾞ ﾕｳｼﾞ 窪祥一レーシング 静岡県 1:39:14.41
712 14258 対馬 伸也 ﾂｼﾏ ｼﾝﾔ エキップソトワール 神奈川県 1:39:14.89
713 9277 鈴木 康広 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 東京都 1:39:17.10
714 5440 稲垣 英治 ｲﾅｶﾞｷ ｴｲｼﾞ チームパラダイス 大阪府 1:39:17.46
715 8157 古川 彰俊 ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾄｼ 神奈川県 1:39:23.44
716 10202 北澤 壯太 ｷﾀｻﾞﾜ ｿｳﾀ スタンベッチ 神奈川県 1:39:23.94
717 10091 大関 亮 ｵｵｾﾞｷ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:39:31.38
718 7551 小川 貴士 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ ボッシュ 神奈川県 1:39:36.18
719 9068 中澤 隆行 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ チームなっし～！ 東京都 1:39:36.80
720 8369 橋本 大輔 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:39:41.73
721 9328 板倉 保市 ｲﾀｸﾗ ﾔｽｲﾁ ヘタレ 神奈川県 1:39:41.86
722 6240 神岡 由之 ｶﾐｵｶ ﾖｼﾕｷ 新潟県 1:39:42.11
723 6488 笠原 良昭 ｶｻﾊﾗ ﾖｼｱｷ モンテラック 東京都 1:39:45.37
724 10358 斎藤 孝也 ｻｲﾄｳ ｺｳﾔ ＩＮＦＩＮＩＴＹ 長野県 1:39:45.45
725 11459 木村 和裕 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 自由輪 愛知県 1:39:53.93
726 10360 青柳 政浩 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾋﾛ うさぎ３ 山梨県 1:39:54.56
727 15409 荒井 大樹 ｱﾗｲ ﾀﾞｲｼﾞｭ 新吉田レーシング 神奈川県 1:39:57.51
728 6599 大曲 一也 ｵｵﾏｶﾞﾘ ｶｽﾞﾔ Ｈａｍｓｔｅｒ Ｔｅａｍ 東京都 1:40:03.88
729 8556 池田 征央 ｲｹﾀﾞ ﾕｷｵ 東京都 1:40:04.92
730 3558 東 孝次 ｱｽﾞﾏ ﾀｶｼ Ｔｅａｍ亭主関白 奈良県 1:40:06.05
731 10319 渡部 誠二 ﾜﾀﾍﾞ ｾｲｼﾞ ぱんだ 埼玉県 1:40:07.75
732 8275 小林 郁夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸｵ ＴＥＡＭ ＡＮＡ 神奈川県 1:40:09.63
733 10239 相澤 望 ｱｲｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 茨城県 1:40:10.42
734 10426 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 東京都 1:40:11.70
735 8159 平野 達也 ﾋﾗﾉ ﾀﾂﾔ スネークバイト 広島県 1:40:16.40
736 13217 尾崎 成達 ｵｻﾞｷ ｼｹﾞｻﾄ ベルエキップ 東京都 1:40:20.92
737 9553 村川 宗央 ﾑﾗｶﾜ ﾑﾈﾋｻ さいたまはーと 埼玉県 1:40:22.08
738 13590 岩撫 兼次 ｲﾜﾅﾃﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:40:22.23
739 15010 成尾 輝政 ﾅﾙｵ ﾃﾙﾏｻ 東京都 1:40:22.99
740 6267 若林 淳一 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ サイクルインフィニティ 長野県 1:40:25.07
741 13289 新井 和樹 ｱﾗｲ ｶｽﾞｷ 群馬県 1:40:25.86
742 8316 相原 紀明 ｱｲﾊﾗ ﾉﾘｱｷ ＪＫＣ 神奈川県 1:40:26.55
743 7519 村上 雅英 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾋﾃﾞ 東京都 1:40:33.53
744 13153 小池 和之 ｺｲｹ ｶｽﾞﾕｷ 山梨県 1:40:51.60
745 8406 薮田 晶宏 ﾔﾌﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 1:40:53.70
746 7081 杉本 真一 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ 東京都 1:40:54.10
747 11051 豊田 遊 ﾄﾖﾀ ｱｿﾌﾞ 東京都 1:40:57.80
748 13295 松村 英樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ クレイジーモンキーズ 埼玉県 1:40:58.85
749 5160 徳原 晋一 ﾄｸﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 建築系自転車部 東京都 1:41:13.16
750 12050 辻本 隆司 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 静岡県 1:41:14.64
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751 13381 佐々木 徹郎 ｻｻｷ ﾃﾂﾛｳ 栃木県 1:41:18.47
752 13329 伊藤 正道 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 静岡県 1:41:18.90
753 10218 飯塚 真央 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻﾉﾌﾞ チームクチン 兵庫県 1:41:23.57
754 10213 島田 智宏 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ＭＴＣ 神奈川県 1:41:27.55
755 14128 塚越 友和 ﾂｶｺﾞｼ ﾄﾓｶｽﾞ 群馬県 1:41:31.58
756 6058 宇津江 賢一 ｳﾂｴ ｹﾝｲﾁ ＦＩＮＥＴ 山梨県 1:41:31.79
757 13141 柴田 明季 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾄｼ そら 神奈川県 1:41:32.46
758 14580 牧野 健太郎 ﾏｷﾉ ｹﾝﾀﾛｳ チームちゃりつく 東京都 1:41:34.42
759 8036 伊藤 健司 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 大阪府 1:41:36.31
760 8032 松尾 貴司 ﾏﾂｵ ﾀｶｼ ミニジェネレーション 東京都 1:41:44.37
761 4074 中村 太一 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都 1:41:47.09
762 5496 原 重幸 ﾊﾗ ｼｹﾞﾕｷ ぽっチャリ倶楽部 静岡県 1:41:51.36
763 10468 小清水 三朗 ｺｼﾐｽﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 神奈川県 1:41:56.14
764 8004 福井 匠 ﾌｸｲ ﾀｸﾐ アケボノＥＳＣ 神奈川県 1:41:57.99
765 5607 山田 聖二 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ オウメドス 京都府 1:41:58.24
766 9392 大山 敦志 ｵｵﾔﾏ ｱﾂｼ 千葉県 1:41:59.37
767 8119 菅 彰夫 ｽｶﾞ ｱｷｵ 埼玉県 1:42:02.02
768 13511 赤羽根 浩行 ｱｶﾊﾞﾈ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:42:02.23
769 5413 佐々木 孝 ｻｻｷ ﾀｶｼ 多摩ポタ 東京都 1:42:03.40
770 9004 杉薗 博樹 ｽｷﾞｿﾞﾉ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:42:03.67
771 11411 藤田 明徳 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾉﾘ 静岡県 1:42:05.25
772 4112 早川 優 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾙ セオ大宮 埼玉県 1:42:06.46
773 11128 舩石 篤史 ﾌﾅｲｼ ｱﾂｼ 愛知県 1:42:06.93
774 11184 小川 健太郎 ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 宮城県 1:42:07.00
775 12145 田中 秀人 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ 静岡県 1:42:08.51
776 12373 阿川 哲也 ｱｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 東京都 1:42:09.51
777 4402 水上 英智 ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾃﾞﾄﾓ ＥーｋｏｔｏＬＩＦＥ 埼玉県 1:42:09.65
778 6363 石野 幹生 ｲｼﾉ ﾐｷｵ 東京都 1:42:10.20
779 14460 江尻 誠 ｴｼﾞﾘ ﾏｺﾄ 千葉県 1:42:10.34
780 7478 吉竹 秋宣 ﾖｼﾀｹ ｱｷﾉﾌﾞ 東京都 1:42:11.97
781 8338 伝宝 浩史 ﾃﾞﾝﾎﾟｳ ﾋﾛｼ 千葉県 1:42:13.17
782 7330 片岡 崇宏 ｶﾀｵｶ ﾀｶﾋﾛ ＴＥＡＭ ＮＡＲＯ 静岡県 1:42:16.97
783 11006 高橋 朗 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 山梨県 1:42:19.92
784 13523 宮本 慎也 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝﾔ ソルレバンテ 東京都 1:42:25.43
785 8092 坂井 晃 ｻｶｲ ｱｷﾗ 千葉県 1:42:26.34
786 13420 西村 章 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾗ パラダイストレイン 静岡県 1:42:26.77
787 3561 山本 智章 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｱｷ スペードエース 愛知県 1:42:27.41
788 10585 木村 英樹 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ メイドさん学科自転車部 東京都 1:42:27.73
789 13138 森本 勝士 ﾓﾘﾓﾄ ｶﾂｼ グラビティ高砂研究所 兵庫県 1:42:28.91
790 12192 秋山 大介 ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:42:29.11
791 4052 川田 政 ｶﾜﾀﾞ ﾏｻｼ フレーチャ 東京都 1:42:30.40
792 14029 西田 康信 ﾆｼﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ Ｂｉａｎｃｈｉ ＴＥＡＭ Ｂ 神奈川県 1:42:33.91
793 8109 八木 健 ﾔｷﾞ ﾀｹｼ ラフ 埼玉県 1:42:36.01
794 10370 関根 直之 ｾｷﾈ ﾅｵﾕｷ 千葉県 1:42:44.15
795 8518 林 勇作 ﾊﾔｼ ﾕｳｻｸ ＭＣＣ 長野県 1:42:44.62
796 4462 岩田 浩典 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾉﾘ ＣＬＩＯＳ 東京都 1:42:46.93
797 13015 青木 将典 ｱｵｷ ﾏｻﾉﾘ Ｃｌａｓｓ１０ 福島県 1:42:48.86
798 4448 川崎 健次 ｶﾜｻｷ ｹﾝｼﾞ なるしまフレンド 埼玉県 1:42:56.98
799 7198 青砥 健太郎 ｱｵﾄ ｹﾝﾀﾛｳ チームちんすこう 千葉県 1:42:58.71
800 6516 波田 大輔 ﾊﾀ ﾀﾞｲｽｹ ＴＣＣ 東京都 1:43:03.99
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801 13313 荒口 昇平 ｱﾗｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 神奈川県 1:43:08.55
802 11303 矢野 義博 ﾔﾉ ﾖｼﾋﾛ 兵庫県 1:43:09.44
803 15502 松岡 正洋 ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 1:43:11.24
804 7401 三浦 邦男 ﾐｳﾗ ｸﾆｵ 神奈川県 1:43:13.90
805 14116 渋沢 篤志 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾂｼ 大阪府 1:43:14.52
806 6514 稲田 義之 ｲﾅﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 新潟県 1:43:24.65
807 11408 関谷 直樹 ｾｷﾔ ﾅｵｷ 東京都 1:43:25.95
808 8325 伊原 健 ｲﾊﾗ ｹﾝ ポン！ 千葉県 1:43:26.08
809 14305 小林 晃 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ ＹＫＫ ｂｉｇ ｆｏｒｅｓｔ 神奈川県 1:43:29.88
810 6501 相場 健二 ｱｲﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 栃木県 1:43:35.05
811 10589 河合 義一 ｶﾜｲ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 1:43:36.41
812 10166 宮本 宗明 ﾐﾔﾓﾄ ﾑﾈｱｷ 一回かニ回か 兵庫県 1:43:37.78
813 14369 田中 総明 ﾀﾅｶ ﾐﾁｱｷ アールイーダブルレバーの会 山梨県 1:43:42.93
814 5478 松浦 洋二 ﾏﾂｳﾗ ﾖｳｼﾞ トレック 兵庫県 1:43:50.34
815 11438 吉田 寛康 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ 静岡県 1:43:51.02
816 6537 篠嵜 博史 ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾛｼ カフォーネ 京都府 1:43:52.30
817 13441 伊澤 雅晴 ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 1:43:54.66
818 8015 山本 智堂 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾀｶ ＪＫＣ 大分県 1:43:55.41
819 12384 宮崎 大輔 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:43:57.94
820 13204 羽切 慎太郎 ﾊｷﾞﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 湘南ベロクラブ 神奈川県 1:44:01.45
821 9279 氏家 高史 ｳｼﾞｲｴ ﾀｶｼ 愛知県 1:44:12.27
822 5278 町田 剛啓 ﾏﾁﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ チームバーニア 神奈川県 1:44:15.21
823 8532 高松 直也 ﾀｶﾏﾂ ﾅｵﾔ にこにーロード 東京都 1:44:16.77
824 9579 矢野 太郎 ﾔﾉ ﾀﾛｳ チームトリニティ 東京都 1:44:21.28
825 15205 本家 正教 ﾎﾝｹ ﾏｻﾉﾘ 東京都 1:44:22.24
826 9141 宮川 暢彦 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ 東京都 1:44:23.22
827 10317 佐野 貴洋 ｻﾉ ﾀｶﾋﾛ チームてぃーえすえいち 埼玉県 1:44:24.10
828 12188 佐々木 秀郎 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 1:44:25.64
829 13013 齋藤 裕 ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ Ｃｌａｓｓ１０ 福島県 1:44:27.92
830 7530 森 昌治 ﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ チームアヴェル 大阪府 1:44:29.90
831 13377 吉田 順一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ニールプライド南信スバル 東京都 1:44:40.50
832 11277 根本 喜直 ﾈﾓﾄ ﾖｼﾅｵ 舞岡パワ－クラブ 神奈川県 1:44:41.52
833 9157 酒井 達洋 ｻｶｲ ﾀﾂﾋﾛ 神奈川県 1:44:42.94
834 10150 鈴木 昭教 ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 1:44:45.99
835 5120 ジャード コエンラッヅ ｼﾞｬｰﾄﾞ ｺｴﾝﾗｯﾂﾞ ＴＲＥＫ 兵庫県 1:44:49.72
836 5346 高村 将裕 ｺｳﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ シャイニングアークス 神奈川県 1:44:50.89
837 15587 中村 秀信 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 愛知県 1:44:54.13
838 10414 鈴木 章郎 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ 埼玉県 1:44:56.71
839 14597 柴田 栄治 ｼﾊﾞﾀ ｴｲｼﾞ 愛知県 1:44:58.67
840 11175 氏家 庸介 ｳｼﾞｹ ﾖｳｽｹ 東京都 1:45:02.85
841 9464 中山 英司 ﾅｶﾔﾏ ｴｲｼﾞ チームシーリア 山梨県 1:45:04.66
842 12148 伊藤 祐樹 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 神奈川県 1:45:05.24
843 3018 田川 浩章 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉アスリートクラブ 千葉県 1:45:05.59
844 11104 宮川 元成 ﾐﾔｶﾜ ﾓﾄﾅﾘ 愛知県 1:45:06.40
845 10366 佐藤 潤一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:45:16.10
846 9261 吉野 晴彦 ﾖｼﾉ ﾊﾙﾋｺ 静岡県 1:45:16.90
847 9053 三角 彰 ﾐｽﾐ ｱｷﾗ 湘南浪漫 神奈川県 1:45:16.93
848 8355 岡部 進 ｵｶﾍﾞ ｽｽﾑ とっぱい 愛知県 1:45:17.70
849 12517 志賀 和之 ｼｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 1:45:22.29
850 7333 河井 顕一 ｶﾜｲ ｹﾝｲﾁ 実籾会 東京都 1:45:27.12
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851 15003 菊地 俊光 ｷｸﾁ ﾄｼﾐﾂ 埼玉県 1:45:31.21
852 8315 海老原 貴弘 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:45:33.35
853 14316 小林 隆彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋｺ 大阪府 1:45:38.50
854 14210 湯浅 隆明 ﾕｱｻ ﾀｶｱｷ 東京都 1:45:40.08
855 15085 山崎 秀巳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾐ 埼玉県 1:45:42.58
856 10465 杉山 祥二 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 蕎麦宋 静岡県 1:45:43.96
857 10514 赤澤 貴夫 ｱｶｻﾞﾜ ﾀｶｵ 兵庫県 1:45:48.48
858 7272 寺嶋 保貴 ﾃﾗｼﾏ ﾔｽﾀｶ 東京都 1:45:49.09
859 10541 小澤 元 ｵｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ ＪＡｅＯＮ 千葉県 1:45:49.29
860 9546 牧野 哲朗 ﾏｷﾉ ﾃﾂﾛｳ ＹＯＵＣＡＮ富士 静岡県 1:45:51.80
861 9242 上神 正和 ｳｴｶﾞﾐ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 1:45:57.04
862 8334 小野 貴章 ｵﾉ ﾀｶｱｷ ＮＳＧＰ－９５ 愛知県 1:45:57.27
863 5594 畠山 慎一 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 大阪府 1:46:02.92
864 12452 中岡 真人 ﾅｶｵｶ ﾅｵﾄ 東京都 1:46:02.98
865 5519 久世 昌司 ｸｾﾞ ｼｮｳｼﾞ 愛知県 1:46:06.36
866 7588 坂本 利浩 ｻｶﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ デュプロ 神奈川県 1:46:14.68
867 9542 吉泉 直樹 ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾅｵｷ 神奈川県 1:46:14.82
868 11443 三宅 薫 ﾐﾔｹ ｶｵﾙ 兵庫県 1:46:15.75
869 15136 櫻井 正和 ｻｸﾗｲ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 1:46:16.31
870 5159 中村 啓之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 土曜の会 大阪府 1:46:26.13
871 6601 町田 靖之 ﾏﾁﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 埼玉県 1:46:31.58
872 11217 美濃 渉 ﾐﾉ ﾜﾀﾙ 神奈川県 1:46:34.61
873 9350 山田 敏之 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ ＭａｒｕＧｉ Ｃｌｕｂ 静岡県 1:46:35.04
874 15244 宮川 雄志 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:46:36.61
875 12306 赤羽 晃実 ｱｶﾊﾈ ﾃﾙﾐﾂ やまみちらいだ～す 東京都 1:46:38.23
876 10300 高須 啓司 ﾀｶｽ ｹｲｼﾞ うさぎ３ 山梨県 1:46:39.19
877 7404 大城 宗生 ｵｵｼﾛ ﾑﾈｵ チームオオシロ 京都府 1:46:40.52
878 11565 須賀川 賢 ｽｶｶﾞﾜ ｹﾝ スクエア チームひめきゅん 東京都 1:46:41.12
879 14189 山下 太郎 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾛｳ 滋賀県 1:46:44.44
880 7582 柳田 大吾 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川県 1:46:46.98
881 10450 藤島 健 ﾌｼﾞｼﾏ ｹﾝ ヤフー・ジャパン 千葉県 1:46:48.06
882 9210 武内 敦 ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ ＪＡあつぎ 神奈川県 1:46:49.19
883 10292 向田 貴広 ｺｳﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 1:46:51.79
884 14203 日山 貴雄 ﾋﾔﾏ ﾀｶｵ 神奈川県 1:46:53.90
885 12106 安藤 正勝 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｶﾂ ＶＤＦ春日部 埼玉県 1:46:56.02
886 12033 土屋 広介 ﾂﾁﾔ ﾋﾛｽｹ 東京都 1:46:57.60
887 12231 川崎 伸二 ｶﾜｻｷ ｼﾝｼﾞ 愛知県 1:46:57.99
888 15283 保坂 泰 ﾎｻｶ ﾔｽｼ 山梨県 1:47:00.47
889 14172 庄司 堅太郎 ｼｮｳｼﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:47:04.38
890 15115 村松 雄一 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｲﾁ 宮城県 1:47:05.53
891 10439 下島 真二 ｼﾓｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 長野県 1:47:07.95
892 8084 平田 力 ﾋﾗﾀ ﾂﾄﾑ 輪人 神奈川県 1:47:12.03
893 15313 望月 祥和 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ スカンダ 静岡県 1:47:21.04
894 7496 新井 勝 ｱﾗｲ ﾏｻﾙ 新井商会自転車部 群馬県 1:47:24.37
895 11453 下山 仁 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾄｼ 埼玉県 1:47:24.90
896 14084 三浦 聡 ﾐｳﾗ ｻﾄｼ 東京都 1:47:26.44
897 15238 今井 貴司 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 愛知県 1:47:30.11
898 8127 金 成道 ｷﾝ ｿﾝﾄﾞ 瑞江整形外科 東京都 1:47:34.68
899 5388 千葉 良人 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳﾄ 神奈川県 1:47:38.69
900 11020 川﨑 隆夫 ｶﾜｻｷ ﾀｶｵ ＣＣＳＣ 東京都 1:47:41.79
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901 8447 若井 晃 ﾜｶｲ ｱｷﾗ 新潟県 1:47:50.33
902 14456 田原 有三 ﾀﾊﾗ ﾕｳｿﾞｳ 埼玉県 1:47:51.36
903 10224 富塚 成彌 ﾄﾐﾂﾞｶ ﾅﾘﾋﾛ ニッパン 静岡県 1:47:56.79
904 8046 小林 健吾 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｺﾞ ＬＣＦＣ 東京都 1:47:59.26
905 10296 高月 哲 ﾀｶﾂｷ ｻﾄﾙ チーム龍宮 神奈川県 1:48:02.51
906 13398 西 勲 ﾆｼ ｲｻｵ 千葉県 1:48:03.18
907 11330 増田 洋一郎 ﾏｽﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 千葉県 1:48:03.39
908 13530 山脇 淳也 ﾔﾏﾜｷ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 1:48:15.35
909 6517 渡辺 淳一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 徳島県 1:48:17.29
910 11571 石黒 龍徳 ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾂﾉﾘ 神奈川県 1:48:18.88
911 10182 田中 宏侍 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ サイメンＡ．Ｐ 東京都 1:48:23.76
912 14559 西澤 保明 ﾆｼｻﾞﾜ ﾔｽｱｷ 静岡県 1:48:24.84
913 8426 古郡 正人 ﾌﾙｺﾞｵﾘ ﾏｻﾄ アトリエフルーブ 東京都 1:48:26.11
914 11578 名倉 晋作 ﾅｸﾞﾗ ｼﾝｻｸ 東京都 1:48:26.36
915 8569 佐山 武男 ｻﾔﾏ ﾀｹｵ 埼玉県 1:48:36.51
916 7324 清水 正人 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾄ ＩＣＳイチカワ 群馬県 1:48:37.63
917 8267 斉藤 勇 ｻｲﾄｳ ｲｻﾑ 群馬県 1:48:44.04
918 14009 尾島 英寿 ｵｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 1:48:45.91
919 15400 山田 雅紀 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 東京都 1:48:48.29
920 11514 新井 清師 ｱﾗｲ ｷﾖｼ 静岡県 1:48:57.60
921 10313 鈴木 康 ｽｽﾞｷ ﾔｽｼ みにか 東京都 1:48:58.53
922 9142 井田 栄介 ｲﾀﾞ ｴｲｽｹ 東京都 1:49:03.04
923 10006 野澤 陽一郎 ﾉｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁﾛｳ シンセキ 群馬県 1:49:03.19
924 3444 渡辺 進一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 茨城県 1:49:04.41
925 13413 清田 龍介 ｷﾖﾀ ﾘｭｳｽｹ 神奈川県 1:49:07.41
926 8182 田中 芳嗣 ﾀﾅｶ ﾖｼﾂｸﾞ 東京都 1:49:07.89
927 10304 大庭 正信 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 神奈川県 1:49:08.54
928 10329 吉田 卓生 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸｵ 神奈川県 1:49:10.71
929 13112 岡田 尚 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 愛知県 1:49:12.26
930 12374 小清水 郁夫 ｺｼﾐｽﾞ ｲｸｵ 湘南平塚ユルギ 神奈川県 1:49:16.75
931 9391 川副 伸一 ｶﾜｿﾞｴ ｼﾝｲﾁ ＪＫＣ 神奈川県 1:49:21.83
932 15447 山崎 秀人 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾄ 静岡県 1:49:24.91
933 5295 川本 貴宏 ｶﾜﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 岐阜県 1:49:26.82
934 7103 高梨 真 ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:49:28.86
935 9057 西山 力 ﾆｼﾔﾏ ﾁｶﾗ 三重県 1:49:31.61
936 11366 菅谷 英明 ｽｶﾞﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 1:49:34.87
937 15025 内田 孝浩 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:49:37.74
938 5233 鈴木 康祐 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾏｻ ぽっチャリ倶楽部 静岡県 1:49:39.60
939 13037 黒川 誠 ｸﾛｶﾜ ﾏｺﾄ 東京都 1:49:43.96
940 13135 中谷 匡登 ﾅｶﾀﾆ ﾏｻﾄ ｓｃｃ 和歌山県 1:49:44.29
941 3443 稲葉 洋敬 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛﾀｶ 東京都 1:49:44.93
942 8178 渡辺 正嗣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 栃木県 1:50:00.92
943 11347 杉田 英隆 ｽｷﾞﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 富山県 1:50:01.59
944 12150 上村 健太郎 ｶﾐﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ ロードバイク会 東京都 1:50:05.24
945 12169 杉村 泰郎 ｽｷﾞﾑﾗ ﾔｽｵ 静岡県 1:50:05.47
946 9168 八重樫 拓己 ﾔｴｶﾞｼ ﾀｸﾐ 東京都 1:50:09.47
947 12105 宮腰 満 ﾐﾔｺｼ ﾐﾂﾙ 初トラ部 茨城県 1:50:14.72
948 11028 平井 良彦 ﾋﾗｲ ﾖｼﾋｺ Ｔｅａｍ ４ｚｅｒｏ２ 山梨県 1:50:16.08
949 12163 若松 秀幸 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾃﾞﾕｷ リアルＡＯＧ 千葉県 1:50:16.33
950 15546 富松 剛 ﾄﾐﾏﾂ ﾂﾖｼ Ｆチャリ部 宮城県 1:50:18.15
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951 10034 村松 秀彦 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾃﾞﾋｺ 静岡県 1:50:21.78
952 5165 岩城 勤也 ｲﾜｷ ｷﾝﾔ 東京都 1:50:21.90
953 15266 高埜 宗良 ﾀｶﾉ ﾑﾈﾖｼ 東京都 1:50:25.14
954 13382 井上 和英 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 東京都 1:50:38.14
955 11160 中馬 啓介 ﾁｭｳﾏ ｹｲｽｹ 千葉県 1:50:44.36
956 15259 坂井 太郎 ｻｶｲ ﾀﾛｳ 神奈川県 1:50:44.64
957 10054 阿部 武史 ｱﾍﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 1:50:53.04
958 14067 鈴木 順也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 1:50:53.51
959 10350 長谷 秀之 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞﾕｷ Ｒｏｃｋ’ｎ’ｒｏａｄｉｅｓ 東京都 1:50:54.36
960 10601 岡野 憲司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ ＴｅａｍＪａｍｂｏＴｏｋｙｏ 東京都 1:50:56.59
961 12227 福地 宏夫 ﾌｸﾁ ﾋﾛｵ 埼玉県 1:50:57.79
962 14173 藤原 豊 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾀｶ 神奈川県 1:50:58.07
963 13127 小林 道彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾋｺ クレイジーモンキーズ 東京都 1:51:03.29
964 11488 松浦 宏太 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀ エスエムケー 静岡県 1:51:04.93
965 14182 葛西 裕 ｶｻｲ ﾕﾀｶ ＷＵＧ！Ｒａｃｉｎｇ 愛知県 1:51:09.67
966 14585 小堤 雅之 ｺﾂﾞﾂﾐ ﾏｻﾕｷ 静岡県 1:51:18.66
967 13399 大曽根 宏太郎 ｵｵｿﾈ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:51:19.21
968 10393 田代 太一 ﾀｼﾛ ﾀｲﾁ 神奈川県 1:51:33.68
969 9056 土屋 智義 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾖｼ 神奈川県 1:51:35.61
970 8244 鈴木 貴幸 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:51:52.57
971 12474 藤嶋 宣弘 ﾌｼﾞｼﾏ ﾉﾘﾋﾛ 東京都 1:52:02.71
972 6245 重田 健一 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｲﾁ ｅｎｔｅｒｔｅｎｎｉｓ 神奈川県 1:52:03.99
973 8105 上林 正典 ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ フレーチャ 東京都 1:52:16.71
974 7485 米本 裕彦 ﾖﾈﾓﾄ ﾔｽﾋｺ ＴＥＡＭ ＳＴＲＯＬＬＥＲ 茨城県 1:52:17.26
975 9523 安齋 恵一 ｱﾝｻﾞｲ ｹｲｲﾁ 埼玉県 1:52:22.11
976 7318 野村 拓司 ﾉﾑﾗ ﾀｸｼﾞ チームｉ 東京都 1:52:23.41
977 15352 チェン ロイ ﾁｪﾝ ﾛｲ ＺＣＣ 東京都 1:52:26.45
978 11523 桑原 隆洋 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ しっぽっこ 静岡県 1:52:27.40
979 11288 高山 知久 ﾀｶﾔﾏ ﾄﾓﾋｻ 思い出ロードチーム 埼玉県 1:52:28.38
980 6588 小林 誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 新潟県 1:52:48.12
981 10233 竹内 隆 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ 神奈川県 1:52:50.59
982 9479 猪尾 知敬 ｲｵ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府 1:52:50.74
983 12253 松本 忠彦 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋｺ 神奈川県 1:52:51.59
984 12335 山本 茂太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾀ 神奈川県 1:53:01.47
985 15163 河西 幸久 ｶｻｲ ﾕｷﾋｻ 山梨県 1:53:03.19
986 4624 山下 博司 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ 平坦本舗 東京都 1:53:06.58
987 11580 小泉 敦史 ｺｲｽﾞﾐ ｱﾂｼ 東京都 1:53:07.79
988 11401 畠 和弘 ﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:53:10.71
989 14487 東樹 努 ﾄｳｼﾞｭ ﾂﾄﾑ 新潟県 1:53:11.21
990 11110 森 達哉 ﾓﾘ ﾀﾂﾔ エンドウ商会 神奈川県 1:53:12.63
991 9331 椿 和也 ﾂﾊﾞｷ ｶｽﾞﾔ ｔｅａｍ矢崎 静岡県 1:53:15.08
992 10048 佐藤 亨 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 神奈川県 1:53:15.51
993 3442 杉山 敦 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾂｼ ＲＵＮ＆ＨＩＤＥ 東京都 1:53:16.66
994 9080 楠瀬 郁雄 ｸｽﾉｾ ｲｸｵ 神奈川県 1:53:22.33
995 12414 CHUN HUA LIN CHUN HUA LIN Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 1:53:28.29
996 13400 金子 健 ｶﾈｺ ｹﾝ 曲がり隊！自転車部 神奈川県 1:53:28.33
997 11116 高木 敬紀 ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾉﾘ エンドウ商会 神奈川県 1:53:31.17
998 10205 黒崎 裕樹 ｸﾛｻｷ ﾋﾛｷ ＴｅａｍＺＥＲＯ 埼玉県 1:53:38.67
999 11305 小早 成明 ｺﾊﾔ ｼｹﾞｱｷ 東京都 1:53:49.12

1000 15210 秋山 尚利 ｱｷﾔﾏ ﾋｻﾄｼ 埼玉県 1:53:49.82
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1001 10492 鈴木 憲幸 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 1:53:50.35
1002 13157 櫛田 哲 ｸｼﾀﾞ ｻﾄﾙ ろんぐらいだーず 茨城県 1:54:00.39
1003 12046 池谷 裕之 ｲｹﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:54:01.41
1004 13121 高野 恭一 ﾀｶﾉ ｷｮｳｲﾁ 神奈川県 1:54:05.09
1005 10388 兼子 隆之 ｶﾈｺ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 1:54:13.23
1006 8538 伊郷 陽一 ｲｺﾞｳ ﾖｳｲﾁ 静岡県 1:54:13.80
1007 12413 二宮 竹弘 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｹﾋﾛ 湘南平塚ＹＵＲＵＧＩ 神奈川県 1:54:16.34
1008 11200 平野 善隆 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾀｶ クオリティア自転車部 東京都 1:54:18.12
1009 15179 八田 哲 ﾊｯﾀ ｻﾄｼ 東京女子医大整形外科 埼玉県 1:54:19.29
1010 11508 北浦 浩一 ｷﾀｳﾗ ｺｳｲﾁ マウンテンプリースト 神奈川県 1:54:19.31
1011 14415 小島 康幸 ｺｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 1:54:25.05
1012 7505 藤林 和宏 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:54:26.68
1013 15035 長山 大悟 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 埼玉県 1:54:26.78
1014 9203 山本 洋之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 1:54:35.42
1015 15102 田中 智章 ﾀﾅｶ ﾄﾓｱｷ チーム粟レンジャー 静岡県 1:54:38.31
1016 9396 細井 浩司 ﾎｿｲ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:54:38.94
1017 12237 松本 満雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂｵ 東京都 1:54:42.65
1018 10337 星野 哲哉 ﾎｼﾉ ﾃﾂﾔ 東京都 1:54:54.46
1019 15015 後藤 順一 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＪＴＵ ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ 山梨県 1:54:56.16
1020 9376 鈴木 崇夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 神奈川県 1:54:57.65
1021 8137 太田 博昭 ｵｵﾀ ﾋﾛｱｷ 輪人 神奈川県 1:54:58.03
1022 9195 高橋 睦 ﾀｶﾊｼ ﾑﾂﾐ 東京都 1:55:07.94
1023 14092 上倉 太郎 ｱｹﾞｸﾗ ﾀﾛｳ ラクティックアシッド 静岡県 1:55:08.64
1024 11238 上原 敦夫 ｳｴﾊﾗ ｱﾂｵ 新潟県 1:55:08.88
1025 7031 高橋 弘次 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ ＧＴＣ ＦＲＯＭ－Ｍ 山梨県 1:55:09.93
1026 13584 尾崎 健吾 ｵｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 1:55:11.27
1027 14036 竹内 栄哉 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾔ 静岡県 1:55:11.43
1028 15254 山本 公史 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼ ニュープラットフォーム 東京都 1:55:21.00
1029 8543 小杉 智 ｺｽｷﾞ ｻﾄｼ ネクストスケープ自転車部 東京都 1:55:52.43
1030 7480 磯崎 誠 ｲｿｻﾞｷ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:55:56.39
1031 10522 橋本 成久 ﾊｼﾓﾄ ｼｹﾞﾋｻ フレーチャ 千葉県 1:55:57.14
1032 10209 浅野 信暁 ｱｻﾉ ｼﾝｷﾞｮｳ 愛知県 1:55:57.37
1033 13493 宮 卓也 ﾐﾔ ﾀｸﾔ 湘南ベロクラブ 埼玉県 1:55:57.44
1034 8352 山岡 良平 ﾔﾏｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 給水所どこ 埼玉県 1:55:58.41
1035 6185 木下 俊彦 ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾋｺ 東京都 1:55:59.14
1036 12319 小林 義明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ 埼玉県 1:56:14.00
1037 9431 山田 聡治 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ ＲＡＦＦ 静岡県 1:56:16.80
1038 11060 岸本 和憲 ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ オンサン 神奈川県 1:56:20.33
1039 14288 名執 浩二 ﾅﾄﾘ ｺｳｼﾞ Ｒｅダブルレバーの会 山梨県 1:56:28.40
1040 15279 田中 健一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:56:29.41
1041 11527 浅見 優次 ｱｻﾐ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:56:45.96
1042 9575 石井 剛之 ｲｼｲ ﾀｹｼ 神奈川県 1:56:45.97
1043 14209 白崎 稔 ｼﾗｻｷ ﾐﾉﾙ 埼玉県 1:56:52.13
1044 15348 松本 靖成 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾅﾘ 愛知県 1:56:54.19
1045 12185 村田 善貴 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾀｶ 岐阜県 1:57:01.18
1046 15430 中島 一成 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 東京カフェポタ倶楽部 東京都 1:57:09.31
1047 10443 佐藤 真太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 1:57:16.23
1048 8110 落合 拓郎 ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ 千葉県 1:57:22.75
1049 7554 宮崎 俊彦 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ 厚木トランジスタボーイズ 神奈川県 1:57:25.18
1050 13174 佐々木 和男 ｻｻｷ ｶｽﾞｵ 山梨県 1:57:25.38
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1051 12332 山岡 康弘 ﾔﾏｵｶ ﾔｽﾋﾛ 栃木県 1:57:31.39
1052 4397 原田 浩志 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ チームカメダ 千葉県 1:57:36.34
1053 12303 佐藤 活嗣 ｻﾄｳ ｶﾂｼ コスモスケア株式会社 宮城県 1:57:37.46
1054 14429 菅原 達郎 Sugawara Tatsuro アロハガイド 静岡県 1:57:41.97
1055 8356 千葉 潤 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:57:45.22
1056 15122 片桐 順 ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾞｭﾝ 愛知県 1:57:48.31
1057 6428 横田 利幸 ﾖｺﾀ ﾄｼﾕｷ 千葉県 1:57:49.90
1058 8204 橙 一喜 ﾀﾞｲﾀﾞｲ ｶｽﾞﾄｼ 大阪府 1:57:50.04
1059 8023 山本 創 ﾔﾏﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 兵庫県 1:57:54.32
1060 11496 福井 甲治 ﾌｸｲ ｺｳｼﾞ ジョーカーズ 兵庫県 1:58:04.50
1061 9154 中村 友和 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 埼玉県 1:58:06.55
1062 7366 米山 順也 ﾖﾈﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ ベノムバタフライ 山梨県 1:58:08.19
1063 9084 深沢 賢 ﾌｶｻﾜ ｹﾝ 埼玉県 1:58:14.09
1064 13437 大房 治 ｵｵﾌｻ ｵｻﾑ 神奈川県 1:58:15.85
1065 10308 久野 正敬 ﾋｻﾉ ﾏｻﾀｶ ＷＲＯＹＺ 栃木県 1:58:25.44
1066 12177 太田 弘一 ｵｵﾀ ｺｳｲﾁ 神奈川県 1:58:29.37
1067 12239 塩崎 史明 ｼｵｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ 静岡県 1:58:29.93
1068 10430 森杉 昌之 ﾓﾘｽｷﾞ ﾏｻﾕｷ 気まぐれ猫の会 埼玉県 1:58:56.38
1069 8160 熊谷 寛 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｼ クラブ遊輪館 東京都 1:59:04.20
1070 7212 中川 雅文 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 滋賀県 1:59:07.53
1071 13476 湯脇 ヨシツグ ﾕﾜｷ ﾖｼﾂｸﾞ 東京都 1:59:07.86
1072 15298 藪崎 大介 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ スカンダ 静岡県 1:59:17.26
1073 11581 田中 晃央 ﾀﾅｶ ｱｷﾃﾙ 茨城県 1:59:18.27
1074 14095 鎌田 護 ｶﾏﾀﾞ ﾏﾓﾙ 山梨県 1:59:23.45
1075 12184 芦川 祥教 ｱｼｶﾜ ﾖｼﾉﾘ 静岡県 1:59:38.11
1076 15363 清水 宏之 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 山梨県 1:59:40.04
1077 14198 長谷川 順久 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖﾘﾋｻ ティッパーズ 神奈川県 1:59:41.04
1078 14352 嶋野 和男 ｼﾏﾉ ｶｽﾞｵ 千葉県 1:59:58.41
1079 7489 田口 智崇 ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓﾀｶ チームアヴェル 大阪府 2:00:02.53
1080 12129 河西 大樹 ｶｻｲ ﾀｲｷ 静岡県 2:00:08.57
1081 14137 堤 寛隆 ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾀｶ 君塾 東京都 2:00:09.33
1082 14355 山本 真志 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ 愛知県 2:00:16.86
1083 13098 小長井 友貴 ｺﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾀｶ 静岡県 2:00:17.26
1084 13311 河村 浩良 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 愛知県 2:00:22.68
1085 12510 大嶋 哲 ｵｵｼﾏ ｻﾄﾙ 越後繊維 新潟県 2:00:44.35
1086 10396 奥墨 常治 ｵｸｽﾞﾐ ﾂﾈﾊﾙ コロころんカフェ 埼玉県 2:00:44.69
1087 10228 山田 博之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 三重県 2:00:44.99
1088 15595 原 央樹 ﾊﾗ ﾋﾛｷ 埼玉県 2:00:46.94
1089 8030 植松 英隆 ｳｴﾏﾂ ﾋﾃﾞﾀｶ 神奈川県 2:00:46.97
1090 6454 河北 英明 ｶﾜｷﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 2:00:50.67
1091 4262 光武 純親 ﾐﾂﾀｹ ｽﾐﾁｶ 和歌山県 2:00:53.44
1092 12048 布施 聡 ﾌｾ ｻﾄｼ 栃木県 2:01:03.21
1093 13574 田中 弘明 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ ドライ 神奈川県 2:01:04.89
1094 13128 屋敷 和也 ﾔｼｷ ｶｽﾞﾔ ＴＥＡＭ ＫＬＡＳＳ 神奈川県 2:01:08.01
1095 15385 小泉 直樹 ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵｷ そら 神奈川県 2:01:13.23
1096 14232 砂田 賢一 ｽﾅﾀ ｹﾝｲﾁ 山梨県 2:01:21.91
1097 14584 中森 鋭司郎 ﾅｶﾓﾘ ｴｲｼﾛｳ 埼玉県 2:01:25.72
1098 13538 鈴木 慎也 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 埼玉県 2:01:32.69
1099 10408 金田 光俊 ｶﾈﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ 東京都 2:01:43.52
1100 14178 稲葉 慎治 ｲﾅﾊﾞ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 2:01:43.63
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1101 10305 大森 英介 ｵｵﾓﾘ ｴｲｽｹ 埼玉県 2:02:01.92
1102 14257 武田 貴徳 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 東京都 2:02:04.24
1103 14484 亀徳 明夫 ｶﾒﾄｸ ｱｷｵ 兵庫県 2:02:05.53
1104 13005 三森 亮 ﾐﾂﾓﾘ ﾘｮｳ 山梨県 2:02:27.63
1105 13175 袴田 智彦 ﾊｶﾏﾀ ﾄﾓﾋｺ チーム焼肉御殿 静岡県 2:02:35.26
1106 13470 田中 栄樹 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ 東京都 2:02:42.66
1107 6169 小林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 長野県 2:02:57.31
1108 13113 牧原 拓哉 ﾏｷﾊﾗ ﾀｸﾔ 愛知県 2:03:01.59
1109 10142 川又 敏之 ｶﾜﾏﾀ ﾄｼﾕｷ 東京都 2:03:02.95
1110 11436 横田 晃利 ﾖｺﾀ ｱｷﾄｼ 千葉県 2:03:05.49
1111 11094 遠藤 隆博 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 乙女塾 神奈川県 2:03:15.91
1112 15270 奥村 昌弘 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 2:03:28.45
1113 12366 山本 弘幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ チームフラミンゴ 埼玉県 2:03:29.23
1114 13507 伊東 光則 ｲﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ ＪＳＲ ＣＳＣ 茨城県 2:03:31.56
1115 9380 甲神 良尚 ｺｳｼﾝ ﾖｼﾋｻ ジブりレーシングチーム 埼玉県 2:03:35.28
1116 12101 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 2:03:35.56
1117 6057 向後 充 ｺｳｺﾞ ﾐﾂﾙ ぽっチャリ倶楽部 静岡県 2:03:37.25
1118 11084 下根 隆司 ｼﾓﾈ ﾀｶｼ 愛知県 2:03:42.08
1119 14270 深澤 秀知 ﾌｶｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨県 2:03:43.30
1120 12122 明神 滋朗 ﾐｮｳｼﾞﾝ ｼﾞﾛｳ 埼玉県 2:03:56.78
1121 5273 松永 有史 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾘﾌﾞﾐ スプラッシュ 山梨県 2:04:02.13
1122 12583 寺田 卓也 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾔ 東京都 2:04:04.11
1123 13045 竹山 祐右 ﾀｹﾔﾏ ﾕｳｽｹ オーメストグランデ 東京都 2:04:07.04
1124 14397 野村 充 ﾉﾑﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 2:04:08.76
1125 13095 近藤 裕和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 岐阜県 2:04:11.44
1126 15046 千田 雅人 ﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 千葉県 2:04:13.00
1127 13042 栗田 一孝 ｸﾘﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 埼玉県 2:04:36.14
1128 12225 中村 利也 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 静岡県 2:04:37.64
1129 13468 嶋田 順一 ｼﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 2:04:43.21
1130 12439 HWALIANG YUAN HWALIANG YUAN Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:04:50.91
1131 8079 服部 将之 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾕｷ 服部倶楽部 奈良県 2:04:55.11
1132 13074 稲垣 和弘 ｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 2:05:04.74
1133 12525 新井 博文 ｱﾗｲ ﾋﾛﾌﾐ モンキーロットン八角堂 静岡県 2:05:07.89
1134 15080 音瀬 智彦 ｵﾄｾ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 2:05:12.98
1135 15229 中澤 正幸 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 2:05:35.58
1136 10397 六本木 悟 ﾛｯﾎﾟﾝｷﾞ ｻﾄﾙ 千葉県 2:05:43.88
1137 13172 岡田 貴志 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ ＴｅａｍＺＥＮＲＩＮ 埼玉県 2:05:47.26
1138 13457 大塚 健司 ｵｵﾂｶ ｹﾝｼﾞ ハイブリッドロードトライブ 愛知県 2:05:49.32
1139 8091 石丸 星人 ｲｼﾏﾙ ﾎｼﾄ 南本牧チャリダー隊 兵庫県 2:05:57.14
1140 10046 楚和 利彦 ｿﾜ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 2:05:58.70
1141 10427 藤本 博 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ 八千代ファミリア 千葉県 2:05:59.92
1142 13161 古宮 元文 ｺﾐﾔ ﾓﾄﾌﾐ 東京都 2:06:08.36
1143 12564 水野 慎太郎 ﾐｽﾞﾉ ｼﾝﾀﾛｳ ハンドル 福井県 2:06:14.83
1144 7256 久野 研一 ﾋｻﾉ ｹﾝｲﾁ 千葉県 2:06:15.52
1145 8351 三輪 ヤスタカ ﾐﾜ ﾔｽﾀｶ 横浜港北イルクオーレ 神奈川県 2:06:19.41
1146 14541 山口 輝剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾙﾀｶ 愛知県 2:06:20.49
1147 13166 櫻井 隆行 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾕｷ 愛知県 2:06:29.03
1148 12551 市川 明 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾗ 茨城県 2:06:29.64
1149 9232 境 賢治 ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ 兵庫県 2:06:35.94
1150 12051 大口 淳 ｵｵｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 静岡県 2:06:37.74
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1151 12183 濱田 憲洋 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ 兵庫県 2:06:39.39
1152 14144 増田 敏昭 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼｱｷ 愛知県 2:06:40.64
1153 13572 澁谷 亮 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ 東京都 2:06:41.17
1154 14317 大滝 政道 ｵｵﾀｷ ﾏｻﾐﾁ 神奈川県 2:06:42.04
1155 12494 田尻 文昭 ﾀｼﾞﾘ ﾌﾐｱｷ 東京都 2:06:49.55
1156 13053 重高 誠 ｼｹﾞﾀｶ ﾏｺﾄ ＴＥＡＭ ＳＴＲＯＬＬＥＲ 千葉県 2:06:52.87
1157 15496 小河原 貴弘 ｵｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ チームうみの 静岡県 2:06:59.62
1158 9499 仁瓶 隆志 ﾆﾍｲ ﾀｶｼ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 2:07:04.60
1159 13017 望月 勝彦 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾂﾋｺ 東京都 2:07:12.07
1160 13402 近藤 圭介 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 神奈川県 2:07:15.03
1161 13360 寺田 陽亮 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｳｽｹ 栃木県 2:07:23.59
1162 15250 小林 由貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 東京都 2:07:31.84
1163 15539 荒籾 一義 ｱﾗﾓﾐ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 2:07:34.34
1164 11404 高畑 高 ﾀｶﾊﾀ ﾀｶｼ 神奈川県 2:07:36.06
1165 14494 小島 大樹 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 愛知県 2:07:40.64
1166 10059 朝妻 健 ｱｻﾂﾏ ﾀｹｼ 新潟県 2:07:41.01
1167 9077 桑澤 大輔 ｸﾜｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ チームオレンジ 東京都 2:07:41.20
1168 14287 伊藤 雅弘 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 2:07:50.03
1169 8069 三谷 彰宏 ﾐﾀﾆ ｱｷﾋﾛ 滋賀県 2:07:55.38
1170 8203 星井 茂幸 ﾎｼｲ ｼｹﾞﾕｷ 群馬県 2:08:11.72
1171 11520 工藤 仁史 ｸﾄﾞｳ ﾋﾄｼ （株）ブルーモリス 青森県 2:08:13.42
1172 9475 堀越 聡一郎 ﾎﾘｺｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 彩の国自転車部 埼玉県 2:08:15.36
1173 12350 三宅 修 ﾐﾔｹ ｵｻﾑ 東京都 2:08:23.17
1174 15342 石嵜 誠 ｲｼｻﾞｷ ﾏｺﾄ 栃木県 2:08:25.73
1175 10400 高橋 節也 ﾀｶﾊｼ ｾﾂﾔ 埼玉県 2:08:28.66
1176 15231 池部 泰広 ｲｹﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京都 2:08:37.03
1177 14444 渡辺 弘多郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀﾛｳ 山梨県 2:08:49.25
1178 15226 益子 洋昭 ﾏｽｺ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:08:53.06
1179 9095 うえまつ てるひろ ｳｴﾏﾂ ﾃﾙﾋﾛ 神奈川県 2:08:53.22
1180 9211 森下 晃次 ﾓﾘｼﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:08:58.43
1181 11378 滝沢 純 ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ ミミポルチ 東京都 2:09:02.04
1182 13165 佐藤 洋三 ｻﾄｳ ﾖｳｿﾞｳ 東京都 2:09:06.16
1183 9338 藤澤 仁 ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞﾝ ノッタサイクル 東京都 2:09:09.79
1184 7435 加藤 純 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:09:10.16
1185 13459 原野 和格 ﾊﾗﾉ ｶｽﾞﾉﾘ ハイブリッドロードトライブ 愛知県 2:09:20.01
1186 12579 河原 康裕 ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 東京都 2:09:23.89
1187 12020 秋野 文宏 ｱｷﾉ ﾌﾐﾋﾛ 神奈川県 2:09:29.80
1188 10348 池田 好輝 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ グレイシー 東京都 2:09:51.74
1189 5517 堀口 昌義 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ グレイシー 東京都 2:09:52.36
1190 4198 杉山 勝人 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾄ チームイノベイター 東京都 2:10:07.31
1191 5631 武居 克憲 ﾀｹｲ ｶﾂﾉﾘ 千葉県 2:10:08.39
1192 10376 根岸 晃 ﾈｷﾞｼ ｺｳ しげさん 群馬県 2:10:22.64
1193 14590 山口 和宣 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 2:10:32.88
1194 9515 新 靖広 ｱﾀﾗｼ ﾔｽﾋﾛ クエスタピーナ 東京都 2:10:46.08
1195 5166 戸田 泰平 ﾄﾀﾞ ﾀｲﾍｲ クエスタピーナ 東京都 2:10:46.10
1196 11166 井手 大介 ｲﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ ＦＭヨコハマザバーン 東京都 2:10:46.17
1197 8481 小林 幹也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷﾔ ＫＩＰ 京都府 2:10:57.51
1198 15402 八木 正 ﾔｷﾞ ﾀﾀﾞｼ 埼玉県 2:10:58.82
1199 8416 千葉 政稔 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 三祐ストイック 愛知県 2:11:00.74
1200 9459 太田 亜土 ｵｵﾀ ｱﾄ 神奈川県 2:11:04.85
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1201 11187 川村 進太郎 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 静岡県 2:11:06.46
1202 14175 朝岡 保宏 ｱｻｵｶ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 2:11:06.70
1203 15227 井澤 研二 ｲｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:11:09.30
1204 15336 藤井 庸央 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋｻ 東京都 2:11:10.22
1205 4030 今田 雄一 ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 東京都 2:11:13.28
1206 10378 垣井 将裕 ｶｷｲ ﾏｻﾋﾛ チーム サカタニ 東京都 2:11:25.79
1207 14071 西林 潤 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 群馬県 2:11:39.38
1208 7196 前田 光司 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 2:11:42.89
1209 7051 三上 弘幸 ﾐｶﾐ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:11:53.14
1210 11466 池澤 裕樹 ｲｹｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ジョーカーズ 京都府 2:11:54.61
1211 10606 橋本 典久 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘﾋｻ 2:12:01.81
1212 6610 寺本 俊介 ﾃﾗﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 京都府 2:12:03.93
1213 11254 工藤 航太 ｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ アトリエ フルーブ 東京都 2:12:06.50
1214 10551 石井 寛和 ｲｼｲ ﾋﾛｶｽﾞ ｂｂｉ 東京都 2:12:31.21
1215 14241 稲木 文一 ｲﾅｷﾞ ﾌﾞﾝｲﾁ 静岡県 2:12:40.54
1216 13548 廣部 卓也 ﾋﾛﾍﾞ ﾀｸﾔ 兵庫県 2:12:46.05
1217 15299 竹村 裕生 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛｵ 千葉県 2:12:59.67
1218 9106 堀内 涼 ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳ 神奈川県 2:13:00.76
1219 13264 森 真一 ﾓﾘ ｼﾝｲﾁ 東京都 2:13:17.60
1220 4439 勇 敦己 ｲｻﾐ ｱﾂｷ 宮城県 2:13:34.18
1221 12580 阿部 智夫 ｱﾍﾞ ﾄｼｵ 東京都 2:13:43.20
1222 12582 樋口 剛 ﾋｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 愛媛県 2:13:59.61
1223 15186 彦坂 典男 ﾋｺｻｶ ﾉﾘｵ 愛知県 2:14:09.03
1224 14343 北室 数馬 ｷﾀﾑﾛ ｶｽﾞﾏ チームシャカリキ 埼玉県 2:14:09.19
1225 10483 石川 裕康 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 静岡県 2:14:09.99
1226 14049 小林 一久 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 2:14:15.44
1227 4410 後藤 慎一 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川県放射線技師会 神奈川県 2:14:20.02
1228 11300 篠原 康志 ｼﾉﾊﾗ ﾔｽｼ ＵＳＣＣ 千葉県 2:14:22.50
1229 11023 積田 仁史 ﾂﾐﾀ ﾋﾄｼ チームーＹ彩湖 埼玉県 2:14:32.24
1230 14035 弘田 誠 ﾋﾛﾀ ﾏｺﾄ 三重県 2:14:32.44
1231 10323 萩本 健太郎 ﾊｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 2:14:35.88
1232 15449 岡崎 寛 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｼ 埼玉県 2:14:36.88
1233 15164 石山 哲 ｲｼﾔﾏ ｻﾄｼ 神奈川県 2:14:42.39
1234 15356 大河原 誠一 ｵｵｶﾜﾗ ｾｲｲﾁ 埼玉県 2:14:47.17
1235 15096 木村 秀行 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 2:14:51.08
1236 15365 吉田 達也 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 神奈川県 2:14:57.65
1237 7541 内浜 一也 ｳﾁﾊﾏ ｶｽﾞﾔ ＴＡＮＡＫＡＣＯＲＲＥＲＥ 千葉県 2:14:57.69
1238 14205 綾部 俊久 ｱﾔﾍﾞ ﾄｼﾋｻ 静岡県 2:14:59.50
1239 13021 小谷 和生 ｺﾀﾆ ｶｽﾞｵ 東京都 2:15:05.58
1240 14160 小俣 尚樹 ｵﾏﾀ ﾅｵｷ 埼玉県 2:15:07.35
1241 5593 市来 寛志 ｲﾁｷ ﾋﾛｼ 八千代ファミリア 千葉県 2:15:09.59
1242 6117 舛屋 健一 ﾏｽﾔ ｹﾝｲﾁ チーム藍那 兵庫県 2:15:11.86
1243 11367 五十嵐 正一 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻｶｽﾞ 東部自転車部 東京都 2:15:19.66
1244 11025 佐藤 康明 ｻﾄｳ ﾔｽｱｷ 神奈川県 2:15:22.99
1245 7257 篠原 徹也 ｼﾉﾊﾗ ﾃﾂﾔ ＆レーサーズ 神奈川県 2:15:36.12
1246 14384 石山 康司 ｲｼﾔﾏ ﾔｽｼ 神奈川県 2:15:38.79
1247 8479 小林 幸次 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 東京都 2:15:44.07
1248 9126 伊藤 勇志 ｲﾄｳ ﾕｳｼ Ｔ－ＱＵＥＳＴ 愛知県 2:15:53.25
1249 9285 鈴木 英士 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ キャンディレーシング 神奈川県 2:16:06.52
1250 4275 秋山 晃一 ｱｷﾔﾏ ｺｳｲﾁ 埼玉県 2:16:06.88
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1251 15511 氏原 敦 ｳｼﾞﾊﾗ ｱﾂｼ 山梨県 2:16:14.44
1252 8143 小坂 隆治 ｺｻｶ ﾀｶﾊﾙ 東京都 2:16:28.49
1253 4060 高岡 健人 ﾀｶｵｶ ｹﾝﾄ ファーストバイクス 東京都 2:16:32.99
1254 12236 井鍋 久男 ｲﾅﾍﾞ ﾋｻｵ 静岡県 2:16:56.86
1255 15330 日下 潤 ｸｻｶ ｼﾞｭﾝ 東京都 2:17:08.72
1256 14388 福本 聡 ﾌｸﾓﾄ ｻﾄｼ チームＴＡＣ 東京都 2:17:12.21
1257 13261 宮川 真澄 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｽﾐ 静岡県 2:17:16.92
1258 14143 石原 純一 ｲｼﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲ 静岡県 2:17:23.46
1259 13201 飛田 仁 ﾄﾋﾞﾀ ﾋﾄｼ チームハクジュ 東京都 2:17:29.58
1260 10471 薬袋 孝宗 ﾐﾅｲ ﾀｶﾋﾛ 東京都 2:17:42.05
1261 11346 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 滋賀県 2:17:58.55
1262 15454 山野 賢一 ﾔﾏﾉ ｹﾝｲﾁ 清川遠寿病院 神奈川県 2:18:05.32
1263 13502 福田 直也 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾔ ケツ毛プレデター 千葉県 2:18:10.55
1264 14003 岩佐 浩樹 ｲﾜｻ ﾋﾛｷ ケツ毛プレデター 東京都 2:18:11.15
1265 12293 松岡 優 ﾏﾂｵｶ ﾕｳ 東京都 2:18:37.38
1266 14005 長塚 大 ﾅｶﾞﾂｶ ﾋﾛｼ 東京都 2:18:41.95
1267 14426 柳井 裕 ﾔﾅｲ ﾕﾀｶ 神奈川県 2:18:43.07
1268 5454 生田 泰三 ｲｸﾀ ﾀｲｿﾞｳ 奈良県 2:18:50.32
1269 8348 伊藤 政幸 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 職人魂 東京都 2:19:08.76
1270 4426 伊藤 将史 ｲﾄｳ ﾏｻｼ 埼玉県 2:19:14.16
1271 15425 村松 誠 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｺﾄ 山梨県 2:20:04.22
1272 15448 柳田 一郎 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｲﾁﾛｳ いっちょかみ 兵庫県 2:20:05.38
1273 13173 金房 慎弥 ｶﾅﾌｻ ｼﾝﾔ ＡＭＷ Ｐｕｌｌｙ’ｓ 東京都 2:20:21.03
1274 14579 新井 和彦 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾋｺ アトリエフルーブ 東京都 2:20:29.21
1275 13034 草薙 順生 ｸｻﾅｷﾞ ﾖﾘｵ 香川県 2:21:15.96
1276 14042 奥平 健太郎 ｵｸﾋﾗ ｹﾝﾀﾛｳ まもなくしぬ 埼玉県 2:21:22.15
1277 10201 猿渡 政一郎 ｻﾙﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:21:33.10
1278 13383 藤井 隆城 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｼﾞｮｳ 滋賀県 2:21:37.81
1279 12248 山下 純一郎 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:21:45.65
1280 15544 大谷 芳正 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾏｻ 東京都 2:22:15.13
1281 13152 山日 竜二 ﾔﾏﾋﾞ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 2:22:15.77
1282 13338 高塚 勝 ﾀｶﾂｶ ﾏｻﾙ 神奈川県 2:22:21.58
1283 15249 関根 隆則 ｾｷﾈ ﾀｶﾉﾘ 群馬県 2:23:29.90
1284 13532 湯田 枝利 ﾕﾀﾞ ｴﾘ 長野県 2:23:51.56
1285 9386 滝藤 大輔 ﾀｷﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 2:23:51.96
1286 13368 藤川 貴司 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｶｼ 東京都 2:24:09.86
1287 10529 野本 雅義 ﾉﾓﾄ ﾏｻﾖｼ ＴＥＣＣ 東京都 2:24:12.40
1288 13102 力石 祐介 ﾁｶﾗｲｼ ﾕｳｽｹ 東京都 2:24:20.33
1289 12404 床井 俊文 ﾄｺｲ ﾄｼﾌﾐ みんくる深川 東京都 2:24:21.31
1290 14082 知本 健男 ﾁﾓﾄ ﾀｹｵ 千葉県 2:24:26.52
1291 13188 岡峰 康祐 ｵｶﾐﾈ ﾔｽﾋﾛ モンキーロットン八角堂 山梨県 2:24:29.71
1292 11139 田中 雅樹 ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 東京都 2:24:31.13
1293 15113 小池 邦彦 ｺｲｹ ｸﾆﾋｺ ＪＡＥＯＮ 千葉県 2:24:32.88
1294 15074 秋田 一太郎 ｱｷﾀ ｲﾁﾀﾛｳ 愛知県 2:25:23.84
1295 12111 草木原 俊行 ｸｻｷﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 大阪府 2:25:33.21
1296 7431 西田 剛市 ﾆｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ ＯＴＴＯ 埼玉県 2:25:42.11
1297 12526 功刀 廉 ｸﾇｷﾞ ﾚﾝ モンキーロットン八角堂 山梨県 2:25:44.18
1298 15224 中田 真人 ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 千葉県 2:25:45.25
1299 12553 小松原 久司 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋｻｼ 東京都 2:26:07.05
1300 14329 平尾 啓介 ﾋﾗｵ ｹｲｽｹ チームＫＯＮ 千葉県 2:26:13.47
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1301 12395 八重樫 知行 ﾔｴｶﾞｼ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 2:26:18.03
1302 15428 福崎 徹 ﾌｸｻﾞｷ ﾄｵﾙ 愛知県 2:26:22.92
1303 12167 熊倉 正幸 ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 2:26:38.38
1304 13073 小川 祐人 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 三重県 2:26:40.26
1305 12560 小平 久仁雄 ｺﾋﾗ ｸﾆｵ 東京都 2:26:55.11
1306 14285 太田 宝得 ｵｵﾀ ﾎｳﾄｸ ＳＦＩＤＡ 千葉県 2:26:57.23
1307 8470 山崎 幸隆 ﾔﾏｻｷ ﾕｷﾀｶ ゴスリニア６０ 神奈川県 2:27:01.96
1308 14560 真野 貴光 ﾏﾉ ﾀｶﾐﾂ 埼玉県 2:27:24.88
1309 9083 宍戸 崇 ｼｼﾄﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 2:27:53.83
1310 12594 千田 淳一 ﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:28:04.15
1311 6499 関口 昌弘 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ＣＥ自転車部 千葉県 2:28:17.96
1312 13035 大倉 達也 ｵｵｸﾗ ﾀﾂﾔ まっこり会 高知県 2:28:20.75
1313 12505 藤岡 忠 ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 2:28:23.14
1314 13213 木田 卓 ｷﾀﾞ ｽｸﾞﾙ チームーシーエフケー 京都府 2:29:04.93
1315 14271 宮入 謙 ﾐﾔｲﾘ ｹﾝ 千葉県 2:29:21.81
1316 15225 尾山 剛 ｵﾔﾏ ﾀｹｼ 東京都 2:29:55.94
1317 13477 田中 聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 千葉県 2:30:25.38
1318 12064 矢野 豊 ﾔﾉ ﾕﾀｶ ＺＥＲＯｔｏＴＯＰ 埼玉県 2:30:36.47
1319 15440 河村 拓也 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京都 2:30:45.21
1320 13185 春日 清隆 ｶｽｶﾞ ｷﾖﾀｶ 長野県 2:30:46.94
1321 9248 野澤 利幸 ﾉｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ ＭＡＤ中毒 山梨県 2:30:55.52
1322 13022 別井 浩一郎 ﾍﾞﾂｲ ｺｳｲﾁﾛｳ 兵庫県 2:31:26.60
1323 12235 加藤 昇 ｶﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 静岡県 2:31:40.93
1324 14346 平井 政彦 ﾋﾗｲ ﾏｻﾋｺ 千葉県 2:31:55.14
1325 14520 大森 弘亨 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 福島県 2:32:05.39
1326 13379 佐野 久 ｻﾉ ﾋｻｼ 千葉県 2:32:21.84
1327 14277 濱口 昌己 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾐ 去年結婚しました。 神奈川県 2:33:03.22
1328 14051 大元 健司 ｵｵﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:33:35.56
1329 12429 CHI HUNG LIU CHI HUNG LIU Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:33:38.95
1330 15017 菊地 哲生 ｷｸﾁ ﾃﾂｵ 神奈川県 2:34:07.00
1331 15326 池谷 雄大 ｲｹｶﾞﾔ ﾕｳﾀ 静岡県 2:34:10.52
1332 15066 中西 由樹 ﾅｶﾆｼ ﾖｼｷ 三重県 2:34:11.83
1333 15345 植松 学 ｳｴﾏﾂ ﾏﾅﾌﾞ 静岡県 2:34:44.62
1334 12578 松本 晃啓 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙﾋﾛ 神奈川県 2:35:43.09
1335 7425 下村 竜也 ｼﾓﾑﾗ ﾀﾂﾔ 千葉県 2:35:58.11
1336 7250 小池 秀行 ｺｲｹ ﾋﾃﾞﾕｷ 卑猥すぎて掲載できません 群馬県 2:36:13.11
1337 10315 大川 将彦 ｵｵｶﾜ ﾏｻﾋｺ 千葉県 2:36:22.04
1338 14488 大澤 克彦 ｵｵｻﾜ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 2:36:35.72
1339 13473 石塚 勉 ｲｼﾂﾞｶ ﾂﾄﾑ 埼玉県 2:36:37.79
1340 9534 笹崎 裕 ｻｻｻﾞｷ ﾕﾀｶ カナちゃんレーシング 神奈川県 2:36:37.81
1341 15405 伊藤 秀喜 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:37:12.63
1342 9362 藤波 正樹 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻｷ 埼玉県 2:37:20.51
1343 15306 河村 正隆 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾀｶ 岐阜県 2:37:25.29
1344 8199 大和田 忠大 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 神奈川県 2:37:32.64
1345 14269 木村 光輝 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾃﾙ 茨城県 2:37:34.06
1346 12524 塩沢 大 ｼｵｻﾞﾜ ﾏｻﾙ モンキーロットン八角堂 山梨県 2:38:58.52
1347 12506 吉邑 卓也 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾔ ベルエキップ 東京都 2:39:00.57
1348 14418 林 英樹 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:39:08.79
1349 12365 今井 克己 ｲﾏｲ ｶﾂﾐ 神奈川県 2:39:40.00
1350 8248 山田 光 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 静岡県 2:39:42.64
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1351 13455 梅田 圭崇 ｳﾒﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 東京都 2:39:43.67
1352 14395 太田 義弘 ｵｵﾀ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:39:48.45
1353 14474 増渕 勝俊 ﾏｽﾌﾞﾁ ｶﾂﾄｼ 八王子自転車部 東京都 2:40:36.61
1354 14073 西川 修司 ﾆｼｶﾜ ｼｭｳｼﾞ 大阪府 2:40:37.45
1355 14461 小森 雅史 ｺﾓﾘ ﾏｻｼ 奈良県 2:40:55.62
1356 11069 安部 新一 ｱﾍﾞ ｼﾝｲﾁ ＡＣＲｃｌｕｂ 東京都 2:41:33.31
1357 4381 安間 隆広 ﾔｽﾏ ﾀｶﾋﾛ Ｉｎｎｏｖａｔｏｒ 埼玉県 2:41:33.86
1358 13243 川田 正和 ｶﾜﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 牧野輪業 千葉県 2:41:36.35
1359 13370 村上 和弘 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾋﾛ ヲンゲン 神奈川県 2:41:43.91
1360 15468 秋山 誠 ｱｷﾔﾏ ﾏｺﾄ 静岡県 2:41:52.43
1361 12389 平塚 征宏 ﾋﾗﾂｶ ﾏｻﾋﾛ ＢｒｉＯｒｉ浦安おやぢの会 千葉県 2:42:29.84
1362 15153 木村 幸史 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ シャカリキ自転車部 滋賀県 2:42:56.29
1363 13333 坂越 健一 ｻｶｺﾞｼ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:43:30.65
1364 14150 西尾 智成 ﾆｼｵ ﾄﾓﾅﾘ 東京都 2:43:44.33
1365 9415 大澤 克弥 ｵｵｻﾜ ｶﾂﾔ 埼玉県 2:43:54.16
1366 14436 毛 偉雄 MO Wai Hung Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ （ＺＥＲＯ １ Ｃｙ 2:44:37.52
1367 15510 狩野 光洋 ｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 2:45:07.13
1368 13253 岡林 泰伸 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾌﾞ 埼玉県 2:45:12.82
1369 11392 丹羽 直樹 ﾆﾜ ﾅｵｷ 愛知県 2:45:13.68
1370 14586 蔭山 邦幸 ｶｹﾞﾔﾏ ｸﾆﾕｷ クロロホルム 神奈川県 2:45:23.72
1371 11390 斉藤 徹也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 山梨県 2:45:35.15
1372 11205 鈴木 洋典 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 千葉県 2:45:41.25
1373 14014 林 雄次 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ 茨城県 2:46:25.93
1374 13115 唐津 賢治 ｶﾗﾂ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:46:48.85
1375 15217 KUO-CHUNG Wu KUO-CHUNG Wu Ｔａｉｗａｎ Ｃａｔ Ｃａｖａｌｉｅｒ 2:47:04.06
1376 14396 佐藤 真貴 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 北海道 2:47:14.86
1377 9026 佐藤 和人 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾄ 神奈川県 2:47:56.13
1378 10245 武信 康弘 ﾀｹﾉﾌﾞ ﾔｽﾋﾛ チーム匠 東京都 2:49:46.53
1379 12509 岡田 一郎 ｵｶﾀﾞ ｲﾁﾛｳ 東京都 2:49:47.29
1380 15387 安川 貴志 ﾔｽｶﾜ ﾀｶｼ アンドライダーズ 千葉県 2:50:08.75
1381 15452 會嶋 義弘 ｱｲｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 2:50:20.29
1382 13491 吉村 直紀 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵｷ 神奈川県 2:50:21.19
1383 8245 加藤 唯史 ｶﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 東京都 2:50:47.41
1384 14523 家常 智文 ｲｴﾂﾈ ﾄﾓﾌﾐ はんもん自転車部 千葉県 2:51:26.53
1385 15530 増田 亮 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 東京都 2:52:10.42
1386 12309 木村 真 ｷﾑﾗ ﾏｺﾄ 愛知県 2:52:35.93
1387 15166 麻生 憲弘 ｱｿｳ ﾉﾘﾋﾛ 埼玉県 2:52:42.08
1388 9460 菅原 崇 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 職人魂 東京都 2:52:51.87
1389 14522 西谷 明広 ﾆｼﾀﾆ ｱｷﾋﾛ 徳島県 2:53:20.57
1390 12044 内藤 雅夫 ﾅｲﾄｳ ﾏｻｵ 山梨県 2:53:26.41
1391 13286 小熊 浩晃 ｵｸﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 新潟県 2:53:30.11
1392 14318 石野 隆行 ｲｼﾉ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:54:58.99
1393 11100 尾花 司郎 ｵﾊﾅ ｼﾛｳ 気まぐれ猫の会 埼玉県 2:55:25.56
1394 14437 Natarajan SIVAGAR Natarajan SIVAGAR Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ （ＺＥＲＯ １ Ｃｙ 2:55:54.45
1395 15407 坂尾 恭平 ｻｶｵ ｷｮｳﾍｲ 神奈川県 2:58:25.46
1396 9498 的野 泰浩 ﾏﾄﾉ ﾔｽﾋﾛ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 2:59:15.76
1397 14056 大谷 一仁 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾄ 群馬県 2:59:16.09
1398 15007 加藤 慎吾 ｶﾄｳ ｼﾝｺﾞ 東京都 2:59:42.15
1399 15243 長島 裕介 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｽｹ 神奈川県 3:00:57.12
1400 9340 末本 浩基 ｽｴﾓﾄ ﾋﾛｷ 中谷病院ＮＣＡ 和歌山県 3:02:33.92
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1401 11422 仲田 幸雄 ﾅｶﾀﾞ ｻﾁｵ 埼玉県 3:05:13.82
1402 13014 安藤 幸次 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ ＣＬＡＳＳ１０ 福島県 3:05:51.67
1403 9002 坂田 英麻 ｻｶﾀ ﾋﾞﾃﾞｵ ワンウエイ赤城団 群馬県 3:05:54.42
1404 15491 長谷川 清 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾖｼ 埼玉県 3:07:07.06
1405 13227 叶 真 ﾖｳ ｼﾝ 和光電気 千葉県 3:07:51.71
1406 12476 横井 祐二 ﾖｺｲ ﾕｳｼﾞ テストドライバー 埼玉県 3:07:53.97
1407 15215 Patrick Tsai Patrick Tsai Ｔａｉｗａｎ Ｃａｔ Ｃａｖａｌｉｅｒ 3:09:03.77
1408 13093 麦谷 興一 ﾑｷﾞﾀﾆ ｺｳｲﾁ オーメストグランデ 東京都 3:10:16.35
1409 14341 田村 章彦 ﾀﾑﾗ ﾕｷﾋｺ エルシー 群馬県 3:11:07.62
1410 15203 片岡 大輔 ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲｽｹ ＡＭＷプーリーズ 東京都 3:11:14.25
1411 15524 野澤 将士 ﾉｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 静岡県 3:12:03.88
1412 14267 Chunyi Liao Chunyi Liao ５５５ 3:13:47.37
1413 15004 上籠 秀則 ｶﾐｶｺﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 埼玉県 3:15:14.76
1414 15140 本村 将 ﾓﾄﾑﾗ ﾏｻﾙ 東京都 3:18:03.13
1415 12387 山本 達樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｷ 神奈川県 3:19:24.70
1416 13248 木村 一政 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 千葉県 3:25:45.45
1417 11043 梅村 修卓 ｳﾒﾑﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 愛知県 3:26:46.81
1418 12410 大塚 博之 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾕｷ ちーむサハリン 千葉県 3:29:49.76
1419 8121 金児 勲 ｶﾈｺ ｲｻｵ 山梨県 3:42:36.17


