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1 3213 松崎 稔 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾉﾙ シルバーライニング 東京都 1:05:23.99
2 3138 黒川 隆之 ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾕｷ フィッツ 神奈川県 1:07:40.58
3 3250 小野 忠 ｵﾉ ﾀﾀﾞｼ パインヒルズ 埼玉県 1:08:10.78
4 3361 田中 宏司 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ チームＲ＆Ｄ 群馬県 1:08:33.07
5 3225 大西 一弘 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾋﾛ ユーロ ワークス レーシング 奈良県 1:08:47.13
6 3289 安田 克己 ﾔｽﾀﾞ ｶﾂﾐ 三重県 1:09:58.68
7 3457 伊達 秀二 ﾀﾞﾃ ｼｭｳｼﾞ くごう鍼灸院 広島県 1:10:26.38
8 3594 岡田 幸裕 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 1:10:53.10
9 3372 木本 滋規 ｷﾓﾄ ｼｹﾞｷ 三重県 1:10:59.04

10 3500 シュロズブリー マーク ｼｭﾛｽﾞﾌﾞﾘｰ ﾏｰｸ 神奈川県 1:11:27.83
11 3149 倉田 裕之 ｸﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ デストラ 愛知県 1:11:34.05
12 3245 増田 謙一 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｲﾁ パインヒルズ９０ 東京都 1:11:46.73
13 3235 赤塚 宏 ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ なるしまフレンド 東京都 1:11:50.13
14 4401 長谷川 英樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ ＡｗａＲ’Ｓ 神奈川県 1:11:57.44
15 3212 野崎 鉄雄 ﾉｻﾞｷ ﾃﾂｵ パインヒルズ９０ 東京都 1:12:07.27
16 3375 井川 実 ｲｶﾜ ﾐﾉﾙ 静岡県 1:12:21.42
17 4026 廣瀬 敦 ﾋﾛｾ ｱﾂｼ チーム・コバリン 山梨県 1:12:27.82
18 3546 石井 淳司 ｲｼｲ ｱﾂｼ チーム茶畑 埼玉県 1:12:35.00
19 3307 元吉 剰人 ﾓﾄﾖｼ ﾉﾘﾋﾄ レザン山梨 山梨県 1:13:16.24
20 3556 平塚 陽一郎 ﾋﾗﾂｶ ﾖｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:13:25.42
21 3619 辻 博人 ﾂｼﾞ ﾋﾛﾄ 多摩ポタ 神奈川県 1:13:47.63
22 4452 杉浦 正 ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾀﾞｼ ＪＴＥＫＴ 愛知県 1:13:49.28
23 5178 白樫 勇介 ｼﾗｶｼ ﾕｳｽｹ ソリンズ 東京都 1:13:58.10
24 5162 内田 潤 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 大福屋 東京都 1:14:18.91
25 3622 近江 広克 ｵｵﾐ ﾋﾛｶﾂ チームじて吉 千葉県 1:14:25.97
26 6249 曽我 修次 ｿｶﾞ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 1:14:32.52
27 5024 角田 祐一 ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳｲﾁ ＳＮＥＬ 神奈川県 1:14:43.88
28 3332 大森 幸康 ｵｵﾓﾘ ﾕｷﾔｽ ロードバイク会 神奈川県 1:14:46.42
29 6385 江越 和也 ｴｺﾞｼ ｶｽﾞﾔ ＴＥＡＭ ＶＡＰＯＲ 神奈川県 1:14:49.64
30 12049 横目 順 ﾖｺﾒ ｼﾞｭﾝ 千葉県 1:15:02.91
31 4104 小林 隆幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ Βーｅｎｄｏｒｐｈｉｎ 群馬県 1:15:16.48
32 4077 福元 幸太郎 ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 栃木県 1:15:53.46
33 4019 高田 八州夫 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽｵ 丸子橋ろーどくらぶ 東京都 1:15:56.84
34 5258 安田 顕 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝ 暗黒技術研究所 東京都 1:16:05.12
35 9255 郷間 明彦 ｺﾞｳﾏ ｱｷﾋｺ ２Ｍ 埼玉県 1:16:10.62
36 4422 高橋 一徳 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄｸ Ｈｉｐｓ．Ｔ．Ｔ 東京都 1:16:14.30
37 3451 守田 敬之 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾕｷ ＺＴＴ 東京都 1:16:34.30
38 4224 小塚 雄二 ｺﾂﾞｶ ﾕｳｼﾞ チーム ヤマシゲ 愛知県 1:16:35.71
39 4136 渡辺 仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ チーム・コバリン 山梨県 1:16:38.45
40 6072 斉藤 道雄 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｵ チーム ドリーマー 神奈川県 1:16:41.62
41 4478 助川 修 ｽｹｶﾞﾜ ｵｻﾑ 三菱電機ＵＮＯ＆バカトルク 愛知県 1:16:41.72
42 4110 鈴木 導 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ ＫＭサイクル 神奈川県 1:16:42.57
43 4646 中沼 繁紀 ﾅｶﾇﾏ ｼｹﾞｷ チーム・コバリン 山梨県 1:16:44.49
44 5017 太田 智之 ｵｵﾀ ﾄﾓﾕｷ チーム風輪 東京都 1:16:55.62
45 6442 三宅 貴男 ﾐﾔｹ ﾀｶｵ 兵庫県 1:17:00.67
46 4454 飯山 俊康 ｲｲﾔﾏ ﾄｼﾔｽ 東京都 1:17:09.11
47 4140 岡部 秀克 ｵｶﾍﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ ユーロスポーツ 埼玉県 1:17:12.82
48 4307 土井 陽一 ﾄﾞｲ ﾖｳｲﾁ オーベスト 東京都 1:17:13.99
49 7082 藤田 一人 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾄ 東京都 1:17:17.06
50 13206 小田 春彦 ｵﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 愛知県 1:17:34.36
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51 3472 深澤 英樹 ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ チーム輪猿 静岡県 1:17:34.47
52 4336 ブレイク イアン ﾌﾞﾚｲｸ ｲｱﾝ 東京クラクス 東京都 1:17:40.79
53 9156 田村 誠 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 愛知県 1:17:50.70
54 5037 太田 真 ｵｵﾀ ﾏｺﾄ ＣＷＳ 東京都 1:18:20.99
55 4167 櫻井 秀治 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ 東京カフェポタ倶楽部 東京都 1:18:22.85
56 10107 岡本 浩一 ｵｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 東京都 1:18:40.34
57 4129 藤木 研治 ﾌｼﾞｷ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 1:18:46.71
58 6400 高橋 秀行 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 1:18:49.50
59 4421 浦上 康司 ｳﾗｶﾐ ｺｳｼﾞ 兵庫県 1:18:52.72
60 4049 西海 和徳 ｻｲｶｲ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県 1:18:54.28
61 5007 賢賀 雅紀 ｹﾝｶﾞ ﾏｻﾉﾘ ニコンレーシング 東京都 1:18:56.46
62 4172 小野 高夫 ｵﾉ ﾀｶｵ 福島県 1:18:56.83
63 4087 北野 健治 ｷﾀﾉ ｹﾝｼﾞ Ｔｅａｍ Ｓａｋａｔａｎｉ 大阪府 1:19:06.61
64 5105 雨宮 孝 ｱﾒﾐﾔ ﾀｶｼ レザン山梨 山梨県 1:19:09.57
65 4284 長命 弘司 ﾁｮｳﾒｲ ｺｳｼﾞ チームサノマジック 東京都 1:19:10.78
66 10481 菅野 雄一 ｽｶﾞﾉ ﾕｳｲﾁ 静岡県 1:19:12.48
67 4127 本多 弘昌 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 小糸製作所 静岡県 1:19:12.51
68 3285 和田 良一 ﾜﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ チームＷＡＤＡ 栃木県 1:19:26.74
69 5534 原田 芳明 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ フレンド商会 東京都 1:19:29.14
70 12531 村上 真一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:19:30.21
71 5321 佐藤 栄作 ｻﾄｳ ｴｲｻｸ 栄作工房 神奈川県 1:19:41.47
72 6273 荒井 修 ｱﾗｲ ｵｻﾑ えんご爺 新潟県 1:19:43.47
73 6255 枌谷 達夫 ｿｷﾞﾀﾆ ﾀﾂｵ チームじて吉 千葉県 1:19:48.90
74 5600 塚本 哲郎 ﾂｶﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ 公立昭和病院 埼玉県 1:19:56.25
75 5387 吉田 洋一 ﾖｼﾀ ﾖｳｲﾁ 愉快な仲間ＳＹＡＴＥＮズ 岩手県 1:19:58.27
76 6031 伊藤 一帆 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾎ レザン山梨 山梨県 1:20:00.78
77 4608 坂手 潤一 ｻｶﾃ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＢＯＵＮＣＥ 埼玉県 1:20:01.38
78 6073 神村 薫 ｶﾐﾑﾗ ｶｵﾙ ＳＤＬ ＹＡＭＡＨＡ 静岡県 1:20:03.08
79 4553 衛藤 隆司 ｴﾄｳ ﾀｶｼ マイクロソフト 東京都 1:20:04.09
80 4199 永田 久雄 ﾅｶﾞﾀ ﾋｻｵ チーム・フォルツァ！ 茨城県 1:20:09.56
81 5133 小林 一紀 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾉﾘ シクロクラブ 埼玉県 1:20:13.13
82 6131 二井 俊成 ﾆｲ ﾄｼﾅﾘ 兵庫県 1:20:13.28
83 4114 寺島 昇 ﾃﾗｼﾏ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 1:20:17.77
84 4264 斉藤 利幸 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ エノトラ 茨城県 1:20:17.87
85 4430 秋山 隆一 ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ １ＺＹＯ 京都府 1:20:19.91
86 5028 海老沼 雄二 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾕｳｼﾞ 上毛レーシング 群馬県 1:20:26.29
87 4032 花嶋 泰弘 ﾊﾅｼﾏ ﾔｽﾋﾛ フレーチャ 茨城県 1:20:38.88
88 4143 森 幸嗣 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ シクロクラブ 埼玉県 1:20:38.90
89 4384 谷口 謙都 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 新橋０８４山岳部 埼玉県 1:20:45.77
90 3291 久馬 逸志 ｷｭｳﾏ ｲﾂｼ 今日も押しまｓ 京都府 1:20:46.52
91 5217 中島 嘉男 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｵ Ｔ－ＣＯＲＲＥＲＥ 神奈川県 1:20:47.43
92 4619 山崎 英明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 1:20:49.92
93 4135 中村 泰之 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ チーム・コバリン 山梨県 1:20:50.25
94 4388 小林 英二 ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ アトリエ フルーブ 神奈川県 1:20:56.70
95 4533 松木 悟 ﾏﾂｷ ｻﾄﾙ チームまるとも園 山梨県 1:20:57.98
96 5456 川口 将志 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｼ スイフトレーシングチーム 静岡県 1:20:58.15
97 6097 田辺 祥吾 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ サイクルボーグ＠ＴＡＧ 千葉県 1:20:58.91
98 5127 大石 信 ｵｵｲｼ ｼﾝ チーム・コバリン 山梨県 1:21:00.26
99 4103 山崎 一高 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾀｶ ＤＬＳＴＡＣ 東京都 1:21:06.68

100 5087 境野 成次 ｻｶｲﾉ ﾅﾘﾂｸﾞ 熊本県 1:21:08.34
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101 5322 齋藤 靖 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 静岡赤十字 静岡県 1:21:10.90
102 6307 倉持 和弘 ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞﾋﾛ ＴＥＡＭＳＫＹＢＥＲＲＹ 茨城県 1:21:14.99
103 6125 相良 晶一 ｻｶﾞﾗ ｼｮｳｲﾁ ＣＷＡＳＰ 愛知県 1:21:15.02
104 14390 山角 洋之 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ 勝手にポジティーボ 東京都 1:21:16.93
105 6344 鳥潟 光美 ﾄﾘｶﾞﾀ ﾃﾙﾐ シクロクラブ 埼玉県 1:21:29.52
106 5588 木内 邦彦 ｷｳﾁ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 1:21:29.75
107 6410 鍛治倉 洋平 ｶｼﾞｸﾗ ﾖｳﾍｲ Ｌｉｏｎ 神奈川県 1:21:34.59
108 4054 小川 英彦 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ パラボラ 東京都 1:21:38.47
109 4108 市川 泰治 ｲﾁｶﾜ ﾀｲｼﾞ Ｂｅ ＰＡＲＫ 東京都 1:21:40.54
110 5029 安藤 道幸 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾕｷ 神奈川県 1:21:47.41
111 7062 松本 英明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ シンコーポレーション 兵庫県 1:21:51.77
112 4016 一色 康弘 ｲｯｼｷ ﾔｽﾋﾛ なるしまフレンド 東京都 1:21:54.97
113 6109 渡辺 邦生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆｵ 埼玉県 1:21:55.80
114 6275 井下田 滋 ｲｹﾞﾀ ｼｹﾞﾙ 東京都 1:21:57.22
115 11363 國保 克司 ｺｸﾎﾞ ｶﾂｼ ブレイカーズ 三重県 1:21:59.98
116 4248 塩田 岳彦 ｼｵﾀﾞ ﾀｹﾋｺ ＦＡＬＣＥＴＴＯ 埼玉県 1:22:09.39
117 7341 川井 正人 ｶﾜｲ ﾏｻﾄ ハノイ自転車友の会 神奈川県 1:22:10.57
118 3388 黒澤 喜久夫 ｸﾛｻﾜ ｷｸｵ 福島県 1:22:12.54
119 8462 板屋 久光 ｲﾀﾔ ﾋｻﾐﾂ 新潟県 1:22:13.99
120 3615 金井 俊和 ｶﾅｲ ﾄｼｶｽﾞ 静岡県 1:22:17.80
121 5048 渋沢 和雄 ｼﾌﾞｻﾜ ｶｽﾞｵ ＳＥＲＯＷ 群馬県 1:22:22.46
122 5587 大久保 勝彦 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾂﾋｺ グループホームとねがわ 茨城県 1:22:25.22
123 8261 斉藤 順一 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＬＯＫＯ Ｒａｃｉｎｇ 滋賀県 1:22:25.58
124 7012 大川 明 ｵｵｶﾜ ｱｷﾗ 東京都 1:22:46.79
125 6368 鈴木 利直 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾅｵ 静岡県 1:22:49.73
126 6553 深沢 忠彦 ﾌｶｻﾜ ﾀﾀﾞﾋｺ 山梨県 1:22:54.02
127 6150 高橋 俊広 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋﾛ ミブロ 東京都 1:22:54.47
128 5516 叶多 章義 ｶﾉｵﾀﾞ ｱｷﾖｼ 東京都 1:23:11.57
129 3524 中川 有吾 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｺﾞ スペードエース 愛知県 1:23:12.04
130 12018 米山 哲一朗 ﾖﾈﾔﾏ ﾃﾂｲﾁﾛｳ 兵庫県 1:23:12.59
131 5279 紺 利宏 ｺﾝ ﾄｼﾋﾛ サイクルロードエイト 滋賀県 1:23:18.51
132 5398 倉光 浜司 ｸﾗﾐﾂ ﾊﾐｼﾞ ランタンルージュ 大阪府 1:23:22.03
133 4549 松田 庄平 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ チーム幸寿司 愛知県 1:23:24.83
134 3640 河野 元治 ｺｳﾉ ﾓﾄﾊﾙ ＲＡＩＳＩＮ 群馬県 1:23:33.20
135 7136 阿南 芳樹 ｱﾅﾐ ﾖｼｷ バイクルプラザ 東京都 1:23:42.76
136 4158 市村 直也 ｲﾁﾑﾗ ﾅｵﾔ フレンド商会レーシングチーム 東京都 1:23:42.82
137 3476 小羽根 郁夫 ｺﾊﾞﾈ ｲｸｵ ウリボウズ 東京都 1:23:45.01
138 5071 茅木 孝 ｶﾔｷﾞ ﾀｶｼ 内房レーシングクラブ 千葉県 1:23:45.95
139 6054 内田 義視 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾐ はなきちレーシング 愛知県 1:23:46.17
140 4126 斉藤 健児 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ バレルハウス 神奈川県 1:23:48.50
141 4602 吉田 義孝 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 奈良県 1:23:48.84
142 7015 大西 好久 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾋｻ ブルースカイ 香川県 1:23:52.54
143 9539 斉藤 明彦 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋｺ サゼロ 東京都 1:23:56.89
144 3555 中村 達弥 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ 晴嵐サイクリングクラブ 埼玉県 1:23:57.48
145 6496 岩田 宏道 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾐﾁ ピアチェーレヤマ 東京都 1:23:58.63
146 11412 松澤 直明 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｱｷ 神奈川県 1:24:00.35
147 7073 財前 祐二 ｻﾞｲｾﾞﾝ ﾕｳｼﾞ 茨城県 1:24:04.27
148 6339 坂本 英明 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ ＥＮＧ Ｆａｍｉｌｙ 東京都 1:24:06.35
149 5416 富永 喜敏 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｼﾄｼ ＴＥＡＭ輪持久業 埼玉県 1:24:09.23
150 3446 鈴木 実 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ コムリン 東京都 1:24:12.37
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151 5262 丸山 宏司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 1:24:17.97
152 4579 小川 晃 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾗ 千葉県 1:24:19.36
153 9422 福永 龍也 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ アトミック出前迅速 大阪府 1:24:20.58
154 3601 泉原 達也 ｲｽﾞﾐﾊﾗ ﾀﾂﾔ カネコイングス 埼玉県 1:24:27.13
155 6367 丸山 満博 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ モンテラック 東京都 1:24:31.26
156 8220 中船木 一夫 ﾅｶﾌﾅｷ ｶｽﾞｵ スワッチ 千葉県 1:24:34.75
157 6409 桑原 隆浩 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ チームＤＯＣ 東京都 1:24:36.63
158 12605 フォンデンドリッシュ ラルフ ﾌｫﾝﾃﾞﾝﾄﾞﾘｯｼｭ ﾗﾙﾌ 神奈川県 1:24:43.86
159 7060 福島 正明 ﾌｸｼﾏ ﾏｻｱｷ 東京都 1:24:54.75
160 10331 中野 孔生 ﾅｶﾉ ﾖｼﾀｶ ナカノチャンネル 東京都 1:24:59.15
161 5539 安部 昌男 ｱﾍﾞ ﾏｻｵ 兵庫県 1:25:01.28
162 5041 渡辺 聖一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁ チーム・コバリン 山梨県 1:25:06.06
163 4486 荏原 浩明 ｴﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ ペイスターズ 神奈川県 1:25:08.79
164 12313 小澤 辰夫 ｵｻﾞﾜ ﾀﾂｵ ＢＯＳＣＨ 栃木県 1:25:11.28
165 4288 藤井 勝治 ﾌｼﾞｲ ｶﾂｼﾞ サニーサイド 大阪府 1:25:12.19
166 6523 朝倉 克己 ｱｻｸﾗ ｶﾂﾐ アイオイシステム 東京都 1:25:17.19
167 4509 井出 隆彦 ｲﾃﾞ ﾀｶﾋｺ ＰＡＣ２００４ 長野県 1:25:17.34
168 6325 斉藤 秋人 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ ビーチ 東京都 1:25:24.22
169 6132 山下 晃志 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 1:25:25.96
170 7199 平野 勲 ﾋﾗﾉ ｲｻｵ ペダリスト 神奈川県 1:25:26.61
170 7287 村上 守 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾓﾙ 岡山県 1:25:26.61
172 5609 不動 良弘 ﾌﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 1:25:30.21
173 6164 井上 浩孝 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ 静岡県 1:25:41.92
174 4121 羽賀 匡 ﾊｶﾞ ﾀﾀﾞｼ なぜベストを尽くさないのか？ 静岡県 1:25:45.40
175 4346 岸 昭浩 ｷｼ ｱｷﾋﾛ ねこライダーズ 神奈川県 1:25:46.84
176 5480 西野 圭三 ﾆｼﾉ ｹｲｿﾞｳ 神奈川県 1:25:57.28
177 5019 山口 聖一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ セマスレーシング 千葉県 1:25:59.13
178 6296 杢野 泰司 ﾓｸﾉ ﾔｽｼﾞ わいえいちしーしー 愛知県 1:26:00.18
179 6112 佐々木 崇志 ｻｻｷ ﾀｶｼ ベイパー 神奈川県 1:26:07.76
180 6220 藤川 裕三 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳｿﾞｳ ポポロＡＣ 千葉県 1:26:08.46
181 6530 岡本 健太郎 ｵｶﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ ヤマシゲ 愛知県 1:26:10.68
182 6060 高橋 賢二 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 徳島県 1:26:10.95
183 8357 籏野 光男 ﾊﾀﾉ ﾐﾂｵ 神奈川県 1:26:14.31
184 7191 山田 敦久 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾋｻ ＴＥＡＭ３１ＳＰ 埼玉県 1:26:16.57
185 5231 大村 洋二 ｵｵﾑﾗ ﾖｳｼﾞ 岩手県 1:26:19.76
186 8566 高石 誠 ﾀｶｲｼ ﾏｺﾄ 山梨県 1:26:20.06
187 7178 松永 英人 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ アンビコ 埼玉県 1:26:20.16
188 15194 嶋津 成人 ｼﾏﾂﾞ ﾅﾙﾄ 東京都 1:26:20.74
189 6034 矢崎 邦治 ﾔｻﾞｷ ｸﾆﾊﾙ ＧＴＣ 山梨県 1:26:24.06
190 4082 飯田 益也 ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾔ 愛知県 1:26:24.53
191 7361 川口 陽一 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 栃木県 1:26:28.71
192 8041 小金山 克久 ｺｶﾞﾈﾔﾏ ｶﾂﾋｻ 東京都 1:26:31.40
193 11014 中村 康弘 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ ＪＡあつぎ 神奈川県 1:26:34.04
194 5326 久保田 浩二 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼﾞ コギー青葉台 神奈川県 1:26:41.83
195 7094 土井 日輝 ﾄﾞｲ ﾋﾃﾞﾙ ＪＯＧＬＩＳ 神奈川県 1:26:42.79
196 3614 杉浦 夏樹 ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾂｷ ＪＷＳ 東京都 1:26:48.44
197 4249 荻田 勝人 ｵｷﾞﾀ ｶﾂﾋﾄ パパチャリ 奈良県 1:26:52.33
198 6545 薗 雅宏 ｿﾉ ﾏｻﾋﾛ チーム・サカタニ 奈良県 1:26:52.45
199 6167 佐長 功 ｻｲｷ ｲｻｵ 東京都 1:27:00.50
200 7190 高萩 直矢 ﾀｶﾊｷﾞ ﾅｵﾔ 福島県 1:27:01.75
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201 8101 大渕 治 ｵｵﾌﾁ ｵｻﾑ チームＧＯＲ 東京都 1:27:11.58
202 7430 星本 義明 ﾎｼﾓﾄ ﾖｼｱｷ 埼玉県 1:27:12.71
203 10055 君塚 尚士 ｷﾐﾂﾞｶ ﾋｻｼ フレンド商会善福寺 東京都 1:27:14.53
204 4044 酒井 宏和 ｻｶｲ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 1:27:16.23
205 8066 齋藤 千里 ｻｲﾄｳ ｾﾝﾘ ＳＯＬＩＮＺ 東京都 1:27:16.32
206 6465 矢口 和人 ﾔｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ ＰＩＲＡＴＡ 神奈川県 1:27:17.47
207 7181 印南 裕二 ｲﾝﾅﾐ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:27:26.96
208 7460 水谷 拓志 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸｼﾞ 青山双輪會 東京都 1:27:29.92
209 8342 大村 泰昭 ｵｵﾑﾗ ﾔｽｱｷ 静岡県 1:27:35.64
210 8106 早田 篤司 ﾊﾔﾀ ｱﾂｼ 愛知県 1:27:35.90
211 9118 日野 泰義 ﾋﾉ ﾔｽﾖｼ 静岡県 1:27:36.15
212 15303 五味 実 ｺﾞﾐ ﾐﾉﾙ ＳＥＫＩＹＡ 千葉県 1:27:36.58
213 5255 小島 正直 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾅｵ 東京都 1:27:38.05
214 6455 西田 敏正 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼﾏｻ オッジ 神奈川県 1:27:44.89
215 6473 河合 盾一郎 ｶﾜｲ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 指笠ＲＣ 愛知県 1:27:45.57
216 6114 大野 匡司 ｵｵﾉ ﾏｻｼ 大阪府 1:27:46.17
217 7570 中川 充 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾁﾙ 埼玉県 1:27:46.21
218 15495 工藤 浩起 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｷ ＦＡＲｓＹＯＫＯＨＡＭＡ 神奈川県 1:27:52.16
219 9359 橋本 隆二 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 服部倶楽部 大阪府 1:27:52.34
220 6369 中西 清和 ﾅｶﾆｼ ｷﾖｶｽﾞ 三重県 1:27:54.19
221 7124 石川 彰 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ 埼玉県 1:27:54.65
222 15318 早川 泰弘 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 暗黒技研 東京都 1:27:55.82
223 5277 山形 剛 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｹｼ ＣＷＳ 東京都 1:27:57.23
224 8115 相原 和之 ｱｲﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ ロードバイク会 神奈川県 1:27:59.40
225 7599 平野 浩一 ﾋﾗﾉ ｺｳｲﾁ ブッタシュ 東京都 1:27:59.74
226 8158 高田 昭 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ ヒルトップフィッツ 東京都 1:28:00.83
227 9576 増田 章 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ 埼玉県 1:28:01.64
228 6413 近藤 良夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｵ ＬＥＧＯＮ＆ＣＳＴ 群馬県 1:28:01.78
229 4280 野田 憲隆 ﾉﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ ペダリスト 神奈川県 1:28:02.54
230 6050 内田 修 ｳﾁﾀﾞ ｵｻﾑ エスカルゴ 埼玉県 1:28:07.21
231 8195 笠原 靖紀 ｶｻﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 千葉県 1:28:10.59
232 8425 飯野 正紀 ｲｲﾉ ﾏｻﾉﾘ 山梨県 1:28:11.67
233 6594 佐藤 和彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 歌工務店 埼玉県 1:28:16.23
234 11595 岡田 隆 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 浜松サイクリングクラブ 静岡県 1:28:18.33
235 8218 伊藤 隆志 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 千葉県 1:28:19.02
236 9406 城戸 陽一郎 ｷﾄﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ ドマテス 茨城県 1:28:25.97
237 6510 内藤 秀樹 ﾅｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 山梨県 1:28:26.16
238 8385 丸山 聡司 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾄｼ 戸田橋６：１５ 東京都 1:28:28.88
239 7095 河村 智達 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾀﾂ 東京都 1:28:28.94
240 6223 佐藤 俊秀 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 神奈川県 1:28:29.18
241 8478 歌代 和正 ｳﾀｼﾛ ｶｽﾞﾏｻ 東京都 1:28:30.32
242 5509 渡辺 直哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ バイクタウンサイクリング 神奈川県 1:28:31.75
243 10052 白滝 弘文 ｼﾗﾀｷ ﾋﾛﾌﾐ 山梨県 1:28:35.45
244 6087 鈴木 正博 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 静岡県 1:28:37.22
245 9407 的場 清 ﾏﾄﾊﾞ ｷﾖｼ 東京都 1:28:38.76
246 7208 広里 治 ﾋﾛｻﾄ ｵｻﾑ 百哩走大王 東京都 1:28:39.27
247 5518 小俣 孝二 ｵﾏﾀ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:28:39.34
248 6417 岡田 誠 ｵｶﾀﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:28:41.58
249 5286 山田 一弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 辰巳会 群馬県 1:28:41.68
250 4559 池﨑 治 ｲｹｻﾞｷ ｵｻﾑ コムリン 東京都 1:28:41.81
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251 15558 三谷 雅人 ﾐﾀﾆ ﾏｻﾄ トーヨーレーシングチーム 京都府 1:28:42.34
252 10174 大塚 剛 ｵｵﾂｶ ﾀｹｼ ＳＷＡＣＣＨＩ 茨城県 1:28:42.70
253 6481 吉備 祐之 ｷﾋﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:28:47.25
254 10407 中村 圭志 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼﾞ ミブロ 東京都 1:29:00.35
255 7607 土肥 弘嗣 ﾄﾞｲ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:29:01.56
256 8402 佐藤 浩司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ ＮＳＧＰ９５ 愛知県 1:29:02.57
257 7046 山田 朗 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ Ａｄａｇｉｏ 神奈川県 1:29:04.23
258 6388 鈴木 政輝 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ まるいち 愛知県 1:29:05.74
259 7295 畑田 記秀 ﾊﾀﾀﾞ ﾉﾘﾋﾃﾞ ステラ シルベスト 京都府 1:29:06.20
260 7202 小林 和貴 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾀｶ 東京都 1:29:07.04
261 8388 山城 泰彦 ﾔﾏｼﾛ ﾔｽﾋｺ 埼玉県 1:29:07.42
262 6584 中田 修裕 ﾅｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡県 1:29:07.50
263 7597 杉村 太 ｽｷﾞﾑﾗ ﾌﾄｼ ＡＣＴＯＮ！ 大阪府 1:29:08.39
264 7112 中田 康晴 ﾅｶﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ 神奈川県 1:29:10.22
265 6310 和田 守生 ﾜﾀﾞ ﾓﾘｵ ラフィータフィー 三重県 1:29:11.82
266 6439 田邊 秀明 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ アプリコ 東京都 1:29:12.58
267 6495 小山内 昭博 ｵｻﾅｲ ｱｷﾋﾛ エスカルゴ 愛知県 1:29:14.49
268 6520 山口 泰 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽｼ 神奈川県 1:29:14.63
269 8514 松本 公三 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ 愛知県 1:29:17.44
270 9325 田浪 優 ﾀﾅﾐ ﾏｻﾙ モンテラック 東京都 1:29:18.35
271 6145 菅谷 豊明 ｽｶﾞﾔ ﾄﾖｱｷ 坂レンジャー 東京都 1:29:22.58
272 7527 杉山 敏雄 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼｵ よしおか 東京都 1:29:26.17
273 8247 樋口 眞光 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾂ ミツイキサイクルＲ．Ｔ 東京都 1:29:27.50
274 10183 井野 正剛 ｲﾉ ﾏｻﾀｹ 群馬脊椎脊髄病センター 群馬県 1:29:31.17
275 7329 三輪 隆 ﾐﾜ ﾀｶｼ 千葉県 1:29:33.99
276 7036 鈴木 隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ ＢＭレーシング 千葉県 1:29:41.50
277 12159 北村 和宣 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ インフィニティ 長野県 1:29:42.41
278 9249 南澤 公人 ﾐﾅﾐｻﾜ ｷﾐﾄ チームバモス 長野県 1:29:42.71
279 11504 山村 豊 ﾔﾏﾑﾗ ﾕﾀｶ 大阪府 1:29:43.20
280 7248 金治 淳一 ｶﾅｼﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 日比谷公園前 神奈川県 1:29:43.68
281 8350 脇田 清 ﾜｷﾀ ｷﾖｼ 神奈川県 1:29:45.33
282 5328 宇野 英夫 ｳﾉ ﾋﾃﾞｵ 山梨県 1:29:47.43
283 5100 佐々木 聡 ｻｻｷ ｻﾄｼ 人車一体 東京都 1:29:51.41
284 8043 中原 喜史 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾁｶ 長野県 1:29:55.21
285 6437 山本 徹夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ 滋賀県 1:29:55.67
286 6522 近江 眞嗣 ｵｳﾐ ｼﾝｼﾞ ＴＮＹ 東京都 1:29:56.79
287 5490 赤堀 光一 ｱｶﾎﾘ ｺｳｲﾁ ＦＣＲ 静岡県 1:29:57.35
288 7030 堤 慎一郎 ﾂﾂﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ エスカルゴ中部 三重県 1:30:00.77
289 8339 福島 大 ﾀﾞｲ ﾌｸｼﾏ 東京都 1:30:01.41
290 11267 尾形 重夫 ｵｶﾞﾀ ｼｹﾞｵ 青森県 1:30:02.33
291 6554 伊藤 薫紀 ｲﾄｳ ｼｹﾞｷ 東京都 1:30:06.36
292 6005 青木 康 ｱｵｷ ｺｳ 東京都 1:30:06.65
293 9315 佐藤 雄一 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 東京都 1:30:06.99
294 7154 本木 公彦 ﾓﾄｷ ｷﾐﾋｺ 静岡県 1:30:07.94
295 6243 小池 貴志 ｺｲｹ ﾀｶｼ 晴嵐サイクリングクラブ 埼玉県 1:30:09.83
296 6314 多田 佳憲 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 京都府 1:30:11.60
297 5074 吉田 剛史 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ アヅマレーシング 埼玉県 1:30:23.94
298 5056 高田 賢二 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:30:25.73
299 6065 小林 修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 山梨県 1:30:28.72
300 11241 三代 克彦 ﾐｼﾛ ｶﾂﾋｺ チームヤマシゲ 愛知県 1:30:29.96
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301 6066 辻野 孝司 ﾂｼﾞﾉ ﾀｶｼ 大阪府 1:30:31.24
302 15152 宍倉 隆一 ｼｼｸﾗ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県 1:30:35.85
303 7454 風間 孝博 ｶｻﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:30:36.25
304 6353 板橋 茂夫 ｲﾀﾊﾞｼ ｼｹﾞｵ ブランカス 神奈川県 1:30:41.93
305 6068 深町 邦男 ﾌｶﾏﾁ ｸﾆｵ 群馬県 1:30:42.18
306 9029 荒畑 誠司 ｱﾗﾊﾀ ｾｲｼﾞ チーム８４ 神奈川県 1:30:42.54
307 6198 松本 純一 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 1:30:45.88
308 5111 関根 和男 ｾｷﾈ ｶｽﾞｵ 秀緑舎 群馬県 1:30:49.28
309 12112 大嶽 勇 ｵｵﾀｹ ｲｻﾑ 神奈川県 1:30:56.49
310 7440 角谷 昌浩 ｶｸﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ アトミック出前迅速 大阪府 1:30:59.63
311 8572 矢部 政宏 ﾔﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ スパート 静岡県 1:31:01.06
312 6551 野口 英人 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄ 神奈川県 1:31:06.37
313 13063 三日尻 智 ﾐｶｼﾞﾘ ｻﾄｼ ＲＴラプラシアン 埼玉県 1:31:06.92
314 4356 落合 廣樹 ｵﾁｱｲ ﾋﾛｷ 埼玉県 1:31:09.43
315 9198 高浦 等 ﾀｶｳﾗ ﾋﾄｼ 千葉県 1:31:13.10
316 6007 糸賀 保明 ｲﾄｶﾞ ﾔｽｱｷ 神奈川県 1:31:15.93
317 12285 渡辺 実 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ 山梨県 1:31:18.85
318 4545 薦田 敏博 ｺﾓﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 高槻トライアスロン 大阪府 1:31:19.66
319 6414 荒川 真秀 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ セオ８２１４ 千葉県 1:31:21.08
320 7160 豊田 元 ﾄﾖﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:31:21.18
321 8324 程田 晃一 ﾎﾄﾞﾀ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:31:23.08
322 7177 田近 裕志 ﾀﾁﾞｶ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:31:31.49
323 6376 岩岡 寛 ｲﾜｵｶ ﾕﾀｶ 千葉県 1:31:35.29
324 7304 浅野 修 ｱｻﾉ ｵｻﾑ かなちゃんレーシング 神奈川県 1:31:37.60
325 6577 井上 雄三 ｲﾉｳｴ ﾕｳｿﾞｳ Ｆ２ＣＣ 神奈川県 1:31:38.14
326 7139 高梨 秀一 ﾀｶﾅｼ ｼｭｳｲﾁ 三浦工務店 東京都 1:31:39.51
327 6377 松原 嘉之 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼﾕｷ ビアンキチーム 埼玉県 1:31:42.30
328 7251 北村 佳久 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾋｻ 東京都 1:31:43.32
329 10530 飯島 隆 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 1:31:45.18
330 9081 齋藤 泰丈 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｹ 京都府 1:31:45.75
331 7321 藤原 広太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ チームｉ 大阪府 1:31:48.34
332 4352 増田 充 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂﾙ エキップシュバルブラン 大阪府 1:31:48.68
333 7311 石橋 克之 ｲｼﾊﾞｼ ｶﾂﾕｷ 福島県 1:31:50.66
334 7286 加藤 栄治 ｶﾄｳ ｴｲｼﾞ 東京都 1:31:54.87
335 6358 渡辺 恭一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｶｽﾞ 神奈川県 1:31:56.88
336 10210 都木 靖史 ﾄｷ ﾔｽｼ シーブリーズ 京都府 1:31:57.83
337 10306 冨川 八峰 ﾄﾐｶﾜ ﾔﾂﾎ 臨海副都心自転車競技部 東京都 1:32:02.74
338 5298 鈴木 孝紀 ｽｽﾞｷ ﾀｶｷ うんならがすどぇ２７８ 千葉県 1:32:05.13
339 6398 加藤 哲 ｶﾄｳ ﾃﾂ 東京都 1:32:05.55
340 8419 畑崎 隆雄 ﾊﾀｻﾞｷ ﾀｶｵ 神奈川県 1:32:06.60
341 4246 日向 浩二 ﾋﾅﾀ ｺｳｼﾞ ＨＩＰＳＴＴ 東京都 1:32:11.88
342 6046 榎本 秀郎 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ たまれん 神奈川県 1:32:13.81
343 9394 谷 正徳 ﾀﾆ ﾏｻﾉﾘ 兵庫県 1:32:14.51
344 8314 江口 俊宏 ｴｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ コギー青葉台 神奈川県 1:32:15.86
345 14420 斉藤 信彦 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｺ ＳＷ２３０ 山梨県 1:32:16.13
346 5645 佐藤 尚宏 ｻﾄｳ ﾅｵﾋﾛ シクロパル壱番館 新潟県 1:32:17.03
347 11399 立原 正俊 ﾀﾁﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 茨城県 1:32:18.49
348 14043 木村 勝則 ｷﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ 埼玉県 1:32:20.98
349 7386 菅野 貢治 ｶﾝﾉ ｺｳｼﾞ ＭＡＲＫ 茨城県 1:32:24.22
350 6452 稲吉 雅司 ｲﾅﾖｼ ﾏｻｼ チームワイズロード 埼玉県 1:32:24.77
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351 10138 麻生 治雄 ｱｿｳ ﾊﾙｵ 神奈川県 1:32:24.95
352 9235 田口 暁 ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾗ 東京都 1:32:25.61
353 8272 前田 洋一 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 1:32:26.29
354 9413 五十嵐 隆夫 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶｵ スワッチ 千葉県 1:32:27.44
355 10060 新井 聡 ｱﾗｲ ｻﾄｼ フラワー歯科 埼玉県 1:32:30.93
356 10355 横井 利明 ﾖｺｲ ﾄｼｱｷ クエスト日進 愛知県 1:32:31.22
357 6027 松浦 務 ﾏﾂｳﾗ ﾂﾄﾑ お～じ～ず 埼玉県 1:32:31.51
358 12223 菅井 豊 ｽｶﾞｲ ﾕﾀｶ 神奈川県 1:32:34.17
359 5447 大野 啓介 ｵｵﾉ ｹｲｽｹ 三重県 1:32:36.26
360 4096 中田 充 ﾅｶﾀﾞ ﾐﾂﾙ ウインカム 東京都 1:32:36.37
361 5110 小林 眞司 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ ミブロ 東京都 1:32:43.99
362 9010 横田 裕一 ﾖｺﾀ ﾕｳｲﾁ 群馬県 1:32:45.58
363 10175 小笠原 利一 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｲﾁ ふじた 神奈川県 1:32:53.71
364 8167 岩澤 隆則 ｲﾜｻﾜ ﾀｶﾉﾘ 湘南アレグラ 神奈川県 1:33:01.13
365 7188 村松 直巳 ﾑﾗﾏﾂ ﾅｵﾐ シーダーズ 静岡県 1:33:05.04
366 7049 小曽戸 頼男 ｺｿﾄﾞ ﾖﾘｵ 栃木県 1:33:08.22
367 7236 池内 清晃 ｲｹｳﾁ ｷﾖｱｷ 神奈川県 1:33:11.74
368 11145 中島 正 ﾅｶｼﾏ ﾀﾀﾞｼ ＮＷＫ２ 愛知県 1:33:13.12
369 7558 奥田 徳夫 ｵｸﾀﾞ ﾉﾘｵ 東京都 1:33:13.28
370 4180 倉橋 孝明 ｸﾗﾊｼ ﾀｶｱｷ 愛知県 1:33:17.12
371 6352 宮脇 勝哉 ﾐﾔﾜｷ ｶﾂﾔ 体力小僧友の会 千葉県 1:33:18.06
372 9205 東林 宏之 ﾄｳﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ チームスノッブ 埼玉県 1:33:19.44
373 8099 山浦 尚之 ﾔﾏｳﾗ ﾅｵﾕｷ くまくらフレンド 東京都 1:33:19.45
374 5163 武田 宏 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ フラットロードラバーズ 愛知県 1:33:23.30
375 9014 山下 範恭 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘﾔｽ チーム愛豊精機 愛知県 1:33:26.03
376 7149 岡本 悟 ｵｶﾓﾄ ｻﾄﾙ ウインカム 神奈川県 1:33:35.46
377 7119 原 政博 ﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 1:33:39.91
378 5350 谷 健次 ﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:33:41.90
379 11600 加藤 義雄 ｶﾄｳ ﾖｼｵ 埼玉県 1:33:42.52
380 5481 間野 祐司 ﾏﾉ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:33:45.85
381 10422 酒井 理充 ｻｶｲ ﾏｻﾐﾂ 静岡県 1:33:47.41
382 4555 渡辺 隆司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ スクーデリア ジオ 静岡県 1:33:50.98
383 7276 鈴木 正人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 神奈川県 1:33:51.38
384 9399 安斉 廉 ｱﾝｻﾞｲ ﾚﾝ アトリエ・フルーブ 神奈川県 1:33:52.60
385 14118 板垣 匡一 ｲﾀｶﾞｷ ｷｮｳｲﾁ チームサイクロン 東京都 1:33:58.22
386 7408 見城 武秀 ｹﾝｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾃﾞ 東京都 1:33:58.56
387 5489 飯島 光雄 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾂｵ ＧＴＣ 神奈川県 1:34:04.04
388 12279 森田 喜雄 ﾓﾘﾀ ﾖｼｵ チームＹＯＵ ＣＡＮ 神奈川県 1:34:04.90
389 6257 久保 秀樹 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:34:05.02
390 8128 藤原 一成 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 愛知県 1:34:08.53
391 8191 山之内 章 ﾔﾏﾉｳﾁ ｱｷﾗ ２６８ｗｅＤｏ 兵庫県 1:34:12.09
392 7213 松本 雅光 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾐﾂ シンコーポレーション頼国 大阪府 1:34:20.39
393 7167 中村 努 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾄﾑ ＢＥＡＣＨＩ 東京都 1:34:22.49
394 9419 中道 泰久 ﾅｶﾐﾁ ﾔｽﾋｻ 神奈川県 1:34:23.74
395 10181 阿部 幸浩 ｱﾍﾞ ﾕｷﾋﾛ あべーズ 東京都 1:34:24.89
396 7131 下村 宏 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛｼ ＫＭ ＣＹＣＬＥ ＩＢＥＸ 神奈川県 1:34:26.88
397 10070 堀内 啓太 ﾎﾘｳﾁ ｹｲﾀ 山梨県 1:34:27.22
398 13239 井上 和司 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｼ 愛知県 1:34:27.43
399 7388 齋藤 吉之 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ シクロクラブ 東京都 1:34:27.59
400 8516 高橋 保徳 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 東京都 1:34:28.73
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401 6491 鈴木 誠太郎 ｽｽﾞｷ ｾｲﾀﾛｳ ＢＭレーシング 埼玉県 1:34:28.89
402 6425 櫻井 諭 ｻｸﾗｲ ｻﾄｼ 神奈川県 1:34:28.98
403 6276 島村 英人 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 湘南浪漫 神奈川県 1:34:37.46
404 6546 上田 高司 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ ＯＧＧＩ 神奈川県 1:34:47.16
405 9293 細矢 博 ﾎｿﾔ ﾋﾛｼ 千葉県 1:34:49.02
406 10502 塩谷 澄雄 ｼｵﾀﾆ ｽﾐｵ 愛知県 1:34:49.56
407 6016 平松 庸一 ﾋﾗﾏﾂ ﾖｳｲﾁ ＦＣＲ 静岡県 1:34:56.28
408 9319 井手上 謙二 ｲﾃﾞｳｴ ｹﾝｼﾞ レガーミ 長崎県 1:34:56.48
409 10501 朝妻 浩樹 ｱｻﾂﾏ ﾋﾛｷ サカモト 新潟県 1:34:56.92
410 6395 青木 伸夫 ｱｵｷ ﾉﾌﾞｵ チームＹ 彩湖 埼玉県 1:34:58.68
411 7200 中川 栄治 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ 江戸丸太倶楽部 東京都 1:35:02.37
412 9292 大釜 俊洋 ｵｵｶﾏ ﾄｼﾋﾛ 栃木県 1:35:02.47
413 10079 林 弘幸 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:35:05.30
414 8219 友重 卓司 ﾄﾓｼｹﾞ ﾀｸｼﾞ エコバイクＪＰ 東京都 1:35:10.80
415 11057 小松 悟志 ｺﾏﾂ ｻﾄｼ 愛知県 1:35:11.30
416 6411 彌永 譲治 ｲﾔﾅｶﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ スズパワー上海 埼玉県 1:35:12.43
417 11022 白幡 淳 ｼﾗﾊﾀ ｱﾂｼ 愛知県 1:35:13.84
418 7270 西 哲男 ﾆｼ ﾃﾂｵ 愛知県 1:35:14.67
419 10217 岡田 幸宏 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 群馬県 1:35:15.10
420 9443 佐藤 道雄 ｻﾄｳ ﾐﾁｵ コギ―青葉台 神奈川県 1:35:19.02
421 5261 鈴木 夏彦 ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾋｺ Ｇｒｏｖｅ港北 神奈川県 1:35:19.35
422 10149 齊藤 敏彦 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 埼玉県 1:35:21.06
423 12141 山田 喜久 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｻ アダージョサイクリングチーム 神奈川県 1:35:21.69
424 9572 田中 源彦 ﾀﾅｶ ﾓﾄﾋｺ アスタナカ 山梨県 1:35:25.55
425 6181 真田 珠樹 ｻﾅﾀﾞ ﾀﾏｷ アトリエ フルーブ 東京都 1:35:35.98
426 6262 大野 道郎 ｵｵﾉ ﾐﾁｵ ビーチ 神奈川県 1:35:36.28
427 5394 寺浦 正晃 ﾃﾗｳﾗ ﾏｻｱｷ 大阪府 1:35:37.05
428 7115 田中 広 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ ＴＥＡＭ３１ＳＰ 埼玉県 1:35:37.39
429 8446 真柴 道弘 ﾏｼﾊﾞ ﾐﾁﾋﾛ 自転車 徳島県 1:35:37.73
430 10214 鈴木 雅浩 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 1:35:37.97
431 7307 南里 昭秀 ﾅﾝﾘ ｱｷﾋﾃﾞ ＳＷＡＣＣＩＨ 千葉県 1:35:38.51
432 10557 新谷 明弘 ｼﾝﾀﾆ ｱｷﾋﾛ 東京都 1:35:39.50
433 5410 三浦 亮 ﾐｳﾗ ﾏｺﾄ 東京都 1:35:42.53
434 4450 加藤 孝 ｶﾄｳ ﾀｶｼ フォスター 東京都 1:35:43.97
435 7441 田宮 賢寿郎 ﾀﾐﾔ ｹﾝｼﾞﾛｳ 福島県 1:35:44.67
436 7360 松本 剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ うみがめ 神奈川県 1:35:51.31
437 5314 大野 芳正 ｵｵﾉ ﾖｼｵ ピアチェーレヤマ 東京都 1:35:53.71
438 7574 田中 倫明 ﾀﾅｶ ﾐﾁｱｷ 七浦レーシング 千葉県 1:35:54.24
439 8259 中川 良二 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 大阪府 1:35:56.88
440 7029 村越 隆 ﾑﾗｺｼ ﾀｶｼ チームマッド 東京都 1:35:57.11
441 7268 萩野 篤人 ﾊｷﾞﾉ ｱﾂﾋﾄ 千葉県 1:35:58.64
442 9088 鈴木 弘幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:36:05.29
443 10179 桜井 英司 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｼﾞ 千葉県 1:36:05.87
444 8362 片桐 哲夫 ｶﾀｷﾞﾘ ﾃﾂｵ クストス 東京都 1:36:13.55
445 4649 佐々木 俊行 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ コムリン山岳部 東京都 1:36:15.61
446 7578 栗原 義英 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ タツミ 千葉県 1:36:17.45
447 9440 榎本 真 ｴﾉﾓﾄ ﾏｺﾄ ペルジタ 東京都 1:36:19.30
448 5305 小峯 雄二 ｺﾐﾈ ﾕｳｼﾞ たまれん 神奈川県 1:36:24.23
449 4477 吉川 琢磨 ﾖｼｶﾜ ﾀｸﾏ 東京都 1:36:27.63
450 13349 浮川 禎弥 ｳｷｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 東京都 1:36:27.70
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451 11550 望月 厚志 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾂｼ ＥＬ ＣＯＮＴＡＤＯＲ 山梨県 1:36:32.98
452 8276 五島 啓明 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｱｷ Ｔｏｋａｉ Ｕｎｉｖ．ＯＢ 神奈川県 1:36:35.70
453 14176 マイケル キム ﾏｲｹﾙ ｷﾑ 東京都 1:36:37.91
454 5573 榎本 秀樹 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ ＯＴＣＣ 群馬県 1:36:39.66
455 8422 平野 浩司 ﾋﾗﾉ ｺｳｼﾞ ＧＯＲ 東京都 1:36:40.50
456 6332 松尾 晋太郎 ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 1:36:41.76
457 9130 松本 俊文 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾌﾐ スウィフト 愛知県 1:36:42.81
458 8227 平澤 建夫 ﾋﾗｻﾜ ﾀｹｵ 神奈川県 1:36:44.57
459 7204 今木 信仁 ｲﾏｷ ｼﾝｼﾞ チームＮＲ 神奈川県 1:36:47.65
460 8454 井上 博 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 毘沙門銀輪会 愛知県 1:36:53.58
461 12217 赤野 正和 ｱｶﾉ ﾏｻｶｽﾞ 静岡県 1:36:54.46
462 9023 和田 剛 ﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 千葉県 1:36:56.54
463 6529 山本 正文 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ チームＣＷＳ 東京都 1:36:56.73
464 10344 福野 正雄 ﾌｸﾉ ﾏｻｵ カメさんちーむ 山形県 1:37:00.24
465 8407 越田 貴之 ｺｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:37:02.21
466 11569 藤本 誠 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｺﾄ イマイ・スプロケッツ 茨城県 1:37:06.78
467 12232 横田 至 ﾖｺﾀ ｲﾀﾙ 滋賀県 1:37:12.02
468 6547 中川 茂美 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞﾐ 東京都 1:37:14.88
469 9247 鈴木 裕之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 静岡ぽっちゃり倶楽部 静岡県 1:37:21.60
470 5263 高林 陽一 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾖｳｲﾁ メロディパンチ 東京都 1:37:22.49
471 8294 湯本 浩 ﾕﾓﾄ ﾋﾛｼ コムリン 埼玉県 1:37:22.95
472 7218 中込 太二 ﾅｶｺﾞﾐ ﾀｲｼﾞ ＦＩ－ＮＥＴ 山梨県 1:37:23.95
473 13588 山下 智三 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼｶｽﾞ ドライ 神奈川県 1:37:24.52
474 7347 北澤 浩二 ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:37:26.95
475 7378 佐藤 清次 ｻﾄｳ ｷﾖﾂｸﾞ チーム コバリン 山梨県 1:37:42.30
476 14419 田中 洋介 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 埼玉県 1:37:44.93
477 9025 山下 正司 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｼ チームのろきち 神奈川県 1:37:45.20
478 10082 村田 政法 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ １０２ 愛知県 1:37:46.98
479 7395 岸山 道善 ｷｼﾔﾏ ﾐﾁﾖｼ シクロクラブ 埼玉県 1:37:49.52
480 10464 益山 龍雄 ﾏｽﾔﾏ ﾀﾂｵ 東京都 1:37:51.94
481 11178 相原 裕幸 ｱｲﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ ＫＡＮＥ８ 埼玉県 1:37:52.49
482 10349 星 浩一 ﾎｼ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県 1:37:54.74
483 7275 杉浦 守 ｽｷﾞｳﾗ ﾏﾓﾙ ＯＧＧＩ 神奈川県 1:37:58.00
484 7197 粟田 満文 ｱﾜﾀ ﾋﾛﾌﾐ 福井県 1:37:58.38
485 7354 中島 健晴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾊﾙ チーム一回か二回 東京都 1:37:59.73
486 7356 野口 誠 ﾉｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:37:59.82
487 9547 小畑 貢 ｵﾊﾞﾀ ﾐﾂｸﾞ 新潟県 1:38:01.46
488 5227 武井 秀樹 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 1:38:03.90
489 4650 大同 毅 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾀｹｼ ＫＣＴ 京都府 1:38:05.86
490 5205 市原 誠 ｲﾁﾊﾗ ﾏｺﾄ 静岡県 1:38:06.28
491 10194 小川 裕之 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ ビイパーク 東京都 1:38:10.61
492 8372 福田 隆司 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 横浜消防 神奈川県 1:38:10.62
493 10154 工藤 穣 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｮｳ ランニングデポ 神奈川県 1:38:11.37
494 8529 松井 敏久 ﾏﾂｲ ﾄｼﾋｻ チーム・ＫＹＯＤＯ 神奈川県 1:38:15.66
495 7150 三好 充 ﾐﾖｼ ﾐﾂﾙ 大阪府 1:38:19.56
496 11289 宮田 光範 ﾐﾔﾀ ﾐﾂﾉﾘ 東京都 1:38:20.69
497 9291 川内野 敏郎 ｶﾜﾁﾉ ﾄｼﾛｳ チームボムボムズ 神奈川県 1:38:26.35
498 7349 寺澤 浩 ﾃﾗｻﾜ ﾋﾛｼ 寺さんち 東京都 1:38:27.05
499 9446 赤岳 憲 ｱｶﾀﾞｹ ｹﾝ 東京都 1:38:27.20
500 6301 長谷川 健 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹｼ チーム ムサシ 神奈川県 1:38:33.70
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501 8033 林 晋一 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ チームじて吉＆暗黒技研 千葉県 1:38:38.24
502 10216 大石 基広 ｵｵｲｼ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 1:38:40.12
503 7193 田口 栄一 ﾀｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ オンザロード 大阪府 1:38:41.13
504 9076 大嶽 剛 ｵｵﾀｹ ﾂﾖｼ ＣＲＩＭＳＯＮ 神奈川県 1:38:46.27
505 9159 市耒 孝章 ｲﾁｷ ﾀｶﾌﾐ 埼玉県 1:38:47.19
506 5333 大野 茂樹 ｵｵﾉ ｼｹﾞｷ ＢＥＡＣＨ 愛知県 1:38:50.46
507 4040 芹野 浩三 ｾﾘﾉ ｺｳｿﾞｳ ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都 1:38:50.88
508 6168 大井 宏之 ｵｵｲ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 1:38:53.00
509 6006 土屋 宏人 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾄ 内房レーシングクラブ 千葉県 1:38:54.24
510 9541 似内 一俊 ﾆﾀﾅｲ ｶｽﾞﾄｼ 東京都 1:38:56.02
511 8368 田所 正 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾀﾀﾞｼ ピアチェーレヤマ 東京都 1:38:56.41
512 10076 武田 守晃 ﾀｹﾀﾞ ﾓﾘｱｷ 沼津でん 静岡県 1:38:56.73
513 8103 片山 壮二 ｶﾀﾔﾏ ｿｳｼﾞ ＳＲＰ－Ｚ 東京都 1:39:06.53
514 7518 鈴木 章二 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｼﾞ 千葉県 1:39:07.19
515 9105 須藤 出穂 ｽﾄﾞｳ ｲﾂﾞﾎ 東京都 1:39:07.53
516 11327 奥野 雅彦 ｵｸﾉ ﾏｻﾋｺ 東京都 1:39:08.68
517 5378 渋谷 悦朗 ｼﾌﾞﾔ ｴﾂﾛｳ シャークアイランド 東京都 1:39:11.03
518 9206 白石 祐昭 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｱｷ あかさか～ず 神奈川県 1:39:12.19
519 10334 丹沢 秀彦 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ 山梨県 1:39:15.88
520 9152 箱 隆之 ﾊｺ ﾀｶﾕｷ ＴＥＡＭ ＳＵＢ３ 神奈川県 1:39:21.78
521 9561 加藤 千明 ｶﾄｳ ｶｽﾞｱｷ ショローズ 愛知県 1:39:22.66
522 12173 上田 英二 ｳｴﾀﾞ ｴｲｼﾞ オンザロード 茨城県 1:39:22.74
523 9090 田中 孝明 ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ 神奈川県 1:39:23.70
524 15503 青田 専太郎 ｱｵﾀ ｾﾝﾀﾛｳ オッテモ 千葉県 1:39:23.87
525 6322 河村 琢志 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸｼ チーム ダックスフンド 岡山県 1:39:24.75
526 13044 菊地 修 ｷｸﾁ ｵｻﾑ ソルレバンテ 神奈川県 1:39:26.64
527 13006 斉田 哲哉 ｻｲﾀ ﾃﾂﾔ 東京都 1:39:32.97
528 7093 中村 雅彦 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 山梨県 1:39:37.99
529 8123 田部 圭介 ﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 新潟県 1:39:41.95
530 7477 豊嶋 遊戈 ﾄﾖｼﾏ ﾕｳｶ モンテラック 神奈川県 1:39:45.92
531 13140 平野 玲之 ﾋﾗﾉ ﾚｲｼﾞ 東京大学附属自転車同好会 埼玉県 1:39:50.08
532 7604 阿部 裕二 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 1:39:59.71
533 7072 白瀧 博通 ｼﾗﾀｷ ﾋﾛﾐﾁ リベルタス 栃木県 1:40:02.33
534 8253 佐藤 之俊 ｻﾄｳ ﾕｷﾄｼ 東京都 1:40:02.61
535 12409 太田 智市郎 ｵｵﾀ ﾄﾓｲﾁﾛｳ ぽっチャリ倶楽部 神奈川県 1:40:08.22
536 7379 羽田 和矢 ﾊﾀﾞ ｶｽﾞﾔ チームコバリン 山梨県 1:40:09.17
537 13577 松倉 禎生 ﾏﾂｸﾗ ｻﾀﾞｵ Ｂｅｅｒｓ 山梨県 1:40:09.54
538 10412 末永 浩 ｽｴﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:40:10.30
539 10114 萩原 英之 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ エビナ 神奈川県 1:40:13.61
540 7195 坂本 眞徳 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ ＴＥＡＭ－ＣＦＫ 東京都 1:40:15.53
541 10297 宇田川 哲男 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾃﾂｵ フレンド 東京都 1:40:19.02
542 11316 筧田 司 ﾄｲﾀﾞ ﾂｶｻ ＴＥＡＭ－ＣＦＫ 千葉県 1:40:20.14
543 8333 宮本 和幸 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ ＳＲＰ－Ｚ 静岡県 1:40:24.03
544 12201 当津 雅之 ﾄｳﾂ ﾏｻﾕｷ チームエットウ 東京都 1:40:25.10
545 10290 小野 道夫 ｵﾉ ﾐﾁｵ 埼玉県 1:40:27.62
546 6362 高瀬 晋 ﾀｶｾ ﾉﾎﾞﾙ ＨＧＷ 埼玉県 1:40:27.92
547 8176 細田 尚志 ﾎｿﾀﾞ ﾋｻｼ スズパワー 埼玉県 1:40:28.62
548 14231 池田 顕士 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:40:33.04
549 11307 西井 大雅 ﾆｼｲ ﾋﾛﾏｻ 東京都 1:40:41.65
550 8153 松本 康 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｼ レゴン 神奈川県 1:40:43.08
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551 6085 小野寺 誠司 ｵﾉﾃﾞﾗ ｾｲｼﾞ うんならがすと 千葉県 1:40:44.59
552 7369 石川 武也 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾔ 青山双輪會 埼玉県 1:40:46.33
553 8536 五十嵐 識 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄﾙ ｔｅａｍ．３１ｓｐ 埼玉県 1:40:46.42
554 10141 佐野 裕樹 ｻﾉ ﾕｳｷ チームＵＴＹ 山梨県 1:40:49.56
555 10219 村上 幸二郎 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｼﾞﾛｳ 埼玉県 1:40:49.70
556 9158 澁谷 雅男 ｼﾌﾞﾔ ﾏｻｵ 鶴見川ＢＵＤＤＩＥＳ 神奈川県 1:40:50.31
557 9334 家田 俊也 ｲｴﾀﾞ ﾄｼﾔ 東京都 1:40:50.61
558 10369 山田 亨 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ 東京都 1:40:56.85
559 10495 豊田 博司 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都 1:40:58.44
560 10333 津野 和宏 ﾂﾉ ｶｽﾞﾋﾛ チームスマドラ 東京都 1:40:59.21
561 15278 丸山 與一 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｲﾁ アールディビィ 東京都 1:41:00.67
562 14004 塚野 和弘 ﾂｶﾉ ｶｽﾞﾋﾛ ロシュ 神奈川県 1:41:00.90
563 11326 門田 潔 ｶﾄﾞﾀ ｷﾖｼ 神奈川県 1:41:03.14
564 5158 林 泰樹 ﾊﾔｼ ﾔｽｷ 愛知県 1:41:06.49
565 10504 久須美 誠 ｸｽﾐ ﾏｺﾄ ｐｏｔａ ｐｏｔａ ｃｙｃｌ 新潟県 1:41:06.52
566 7010 山下 晃二 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:41:07.65
567 9037 大橋 和彦 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾋｺ 大阪府 1:41:08.61
568 9278 東山 勝美 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｶﾂﾐ 愛知県 1:41:10.15
569 10078 西 智徳 ﾆｼ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 1:41:10.89
570 12360 内田 知道 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾐﾁ 埼玉県 1:41:11.55
571 9241 宗安 拓 ﾑﾈﾔｽ ﾀｸ 東京都 1:41:14.64
572 7328 松尾 浩司 ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:41:14.87
573 11381 松本 浩行 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 1:41:16.22
574 14571 村上 和彦 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 1:41:17.18
575 9562 深田 伸次郎 ﾌｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ 愛知県 1:41:22.07
576 5634 出井 宏行 ﾃﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:41:32.50
577 10272 高塚 秀夫 ﾀｶﾂｶ ﾋﾃﾞｵ ＰＡＮＤＡＭＡＮ 茨城県 1:41:42.52
578 11405 加藤 夏樹 ｶﾄｳ ﾅﾂｷ 岐阜県 1:41:50.84
579 6489 宮川 誠 ﾐﾔｶﾜ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:41:50.97
580 4375 野津 保志 ﾉﾂﾞ ﾔｽｼ 岐阜県 1:41:52.30
581 6233 高田 仁 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻｼ 静岡県 1:41:53.86
582 7372 岩丸 尚人 ｲﾜﾏﾙ ﾅｵﾄ 群馬県 1:41:54.38
583 10062 青山 圭介 ｱｵﾔﾏ ｹｲｽｹ Ｔｅａｍ ＡＯ 神奈川県 1:41:56.54
584 11312 渡辺 知夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｵ チームＢＭレーシング 千葉県 1:41:59.65
585 5142 川村 龍太郎 ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東京都 1:42:02.35
586 9055 二上 良一 ﾌﾀｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ ラファサイクリングクラブ 埼玉県 1:42:05.13
587 5372 樋口 和美 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ サニーサイド 兵庫県 1:42:07.79
588 7555 井口 佳己 ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾐ 千葉県 1:42:15.04
589 6033 原 正人 ﾊﾗ ﾏｻﾄ クラブ デローザ 千葉県 1:42:15.06
590 12022 吉田 弘行 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:42:17.21
591 10498 藤井 隆弘 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:42:17.37
592 11034 今井 義信 ｲﾏｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 大垣ＣＳＣ 岐阜県 1:42:17.58
593 10148 深川 博史 ﾌｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ ミズノサイクル部 奈良県 1:42:19.13
594 13328 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:42:20.37
595 10167 鐵岩 隆 ﾃﾂｲﾜ ﾀｶｼ 東戸塚アートスクール 神奈川県 1:42:22.89
596 10252 常木 孝彦 ﾂﾈｷ ﾀｶﾋｺ 埼玉県 1:42:25.60
597 8361 海津 靖弘 ｶｲﾂﾞ ﾔｽﾋﾛ ＰＩＲＡＴＡ 神奈川県 1:42:27.03
598 5381 桑田 敏久 ｸﾜﾀ ﾄｼﾋｻ ロードバイク会 神奈川県 1:42:27.98
599 9409 山口 春好 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾖｼ 群馬県 1:42:32.67
600 10020 深澤 昌利 ﾌｶｻﾜ ﾏｻﾄｼ 山梨県 1:42:37.74
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601 5424 中 明雄 ﾅｶ ｱｷｵ 三重県 1:42:44.29
602 7243 大村 浩一 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 多摩ポタ 東京都 1:42:44.43
603 12081 澤井 伸明 ｻﾜｲ ﾉﾌﾞｱｷ ひまわりレーシング０１３４ 千葉県 1:42:47.82
604 10372 栗原 淳行 ｸﾘﾊﾗ ｱﾂﾕｷ 神奈川県 1:42:49.68
605 13004 新田 修 ﾆｯﾀ ｵｻﾑ 山梨県 1:42:52.43
606 7288 佐野 渉 ｻﾉ ﾜﾀﾙ 愛知県 1:42:56.59
607 7179 渡辺 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ チーム・コバリン 東京都 1:42:57.00
608 8250 清水 斉 ｼﾐｽﾞ ﾋﾄｼ ＳＥＯ８２１４ 千葉県 1:42:57.01
609 10197 木村 毅 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 神奈川県 1:42:57.57
610 11047 戸嶋 次介 ﾄｼﾏ ｼﾞｶｲ 東京都 1:43:07.33
611 10133 曽雌 秀樹 ｿｼ ﾋﾃﾞｷ ＤＩＰＲＯ自転車部 千葉県 1:43:10.26
612 5513 藤田 政行 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ ＫＩＩーＣＲＡＦＴ 山梨県 1:43:24.62
613 11455 尾山 慎一 ｵﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:43:25.21
614 10146 濱本 静夫 ﾊﾏﾓﾄ ｼｽﾞｵ 兵庫県 1:43:29.95
615 8347 関澤 直人 ｾｷｻﾞﾜ ﾅｵﾄ プリン隊 東京都 1:43:32.21
616 13266 竜門 幸司 ﾘｭｳﾓﾝ ｺｳｼﾞ 津山ちゅうおう 岡山県 1:43:33.48
617 12005 古池 邦彦 ｺｲｹ ｸﾆﾋｺ 愛知県 1:43:35.43
618 13593 角田 光禎 ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾂｻﾀﾞ 神奈川県 1:43:37.37
619 6386 秋葉 克美 ｱｷﾊﾞ ｶﾂﾐ 千葉県 1:43:38.16
620 6272 植松 英樹 ｳｴﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 1:43:44.21
621 7409 松本 伸吾 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｺﾞ モンテラック 東京都 1:43:45.10
622 9283 内山 浩二 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 1:43:45.65
623 13599 田中 くによし ﾀﾅｶ ｸﾆﾖｼ サラネット 神奈川県 1:43:47.56
624 10567 押井 政則 ｵｼｲ ﾏｻﾉﾘ ロケットボーイズ 山形県 1:43:49.08
625 4303 西 昭 ﾆｼ ｱｷﾗ 蕎麦宗 静岡県 1:43:55.38
626 11132 今村 俊一 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 今村耳鼻科 山梨県 1:43:56.41
627 8507 林 富男 ﾊﾔｼ ﾄﾐｵ 東京都 1:43:57.63
628 8172 高木 正人 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄ チームダンクル 茨城県 1:43:59.38
629 10314 山崎 竜司 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂｼﾞ 神奈川県 1:44:00.56
630 14018 諏訪部 治 ｽﾜﾍﾞ ｵｻﾑ 静岡県 1:44:02.19
631 7412 鈴木 健二 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:44:03.51
632 13434 下條 恭永 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾔｽﾅｶﾞ 神奈川県 1:44:04.21
633 11256 三井 正司 ﾐﾂｲ ﾏｻｼ エスパス 山梨県 1:44:06.99
634 7340 速水 和郎 ﾊﾔﾐ ｶｽﾞｵ 東京都 1:44:10.34
635 11226 長田 敏也 ｵｻﾀﾞ ﾄｼﾔ 山梨県 1:44:12.67
636 8322 袴田 裕之 ﾊｶﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ レーシングライツ 静岡県 1:44:13.86
637 3094 日比野 康治 ﾋﾋﾞﾉ ﾔｽﾊﾙ チームダディ 岐阜県 1:44:19.03
638 5189 渡部 伸仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ コギー青葉台 神奈川県 1:44:23.32
639 12261 大房 達哉 ｵｵﾌｻ ﾀﾂﾔ ひまわりレーシング０１３４ 千葉県 1:44:26.06
640 11592 谷崎 誠一 ﾀﾆｻﾞｷ ｾｲｲﾁ 韋駄天 愛知県 1:44:28.34
641 11418 深谷 裕一 ﾌｶﾔ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 1:44:31.56
642 8571 内片 俊英 ｳﾁｶﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ ビーチ 神奈川県 1:44:35.09
643 11424 上月 安彦 ｺｳﾂﾞｷ ﾔｽﾋｺ 奈良県 1:44:37.22
644 12066 鹿野 篤也 ｶﾉ ｱﾂﾔ 東京都 1:44:40.31
645 12207 内田 晴久 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾋｻ 愛知県 1:44:43.45
646 8271 山岸 眞治 ﾔﾏｷﾞｼ ｼﾝｼﾞ 東京都 1:44:47.97
647 12358 藤井 晴彦 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾋｺ タルタルーガ 静岡県 1:44:49.97
648 12408 辻 丈介 ﾂｼﾞ ｼﾞｮｳｽｹ 兵庫県 1:44:57.80
649 8239 城野 博哉 ｼﾞｮｳﾉ ﾋﾛﾔ 奈良県 1:44:59.09
650 11130 小林 俊和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｶｽﾞ ＴＥＡＭ ＨＴＲ 東京都 1:45:05.69
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651 8097 角田 哲郎 ｽﾐﾀ ﾃﾂﾛｳ 愛知県 1:45:06.17
652 10013 宮田 徹 ﾐﾔﾀ ﾄｵﾙ エリクソン 東京都 1:45:10.88
653 10137 有瀬 光夫 ｱﾘｾ ﾐﾂｵ ＰＩＯＮＥＥＲ 埼玉県 1:45:12.32
654 8500 飯田 秀樹 ｲｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ アダージョ 神奈川県 1:45:13.28
655 12015 片山 康 ｶﾀﾔﾏ ﾔｽｼ ディベルのおまけ 東京都 1:45:14.69
656 11143 中沢 俊博 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 東京都 1:45:18.46
657 10307 市川 健二郎 ｲﾁｶﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ マイクロソフト 東京都 1:45:21.68
658 12002 平沢 実 ﾋﾗｻﾜ ﾐﾉﾙ チームＦＡＢ 愛知県 1:45:21.85
659 7303 星野 寿之 ﾎｼﾉ ﾄｼﾕｷ チーム星野 新潟県 1:45:22.00
660 8560 原 利男 ﾊﾗ ﾄｼｵ ＢＥＡＣＨ 埼玉県 1:45:29.75
661 4098 伊藤 克志 ｲﾄｳ ｶﾂｼ 身延町役場サイクルスポーツ部 山梨県 1:45:30.02
662 10454 加藤 雄一 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁ 愛知県 1:45:32.72
663 12329 岩船 仁志 ｲﾜﾌﾈ ﾋﾄｼ シクロクラブ 埼玉県 1:45:41.28
664 12453 近藤 健 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ ＫＯＳＥチャリ 東京都 1:45:41.43
665 11201 森田 浩彰 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:45:43.84
666 7332 梅村 年幸 ｳﾒﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 愛知県 1:45:44.27
667 12354 小野 成司 ｵﾉ ｾｲｼﾞ フレンド商会 東京都 1:45:44.76
668 6477 小林 健一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ ＧｅｅＰ 神奈川県 1:45:46.54
669 9245 岡村 卓 ｵｶﾑﾗ ﾀｶｼ 福島県 1:45:47.60
670 12103 大河内 研一 ｵｵｺｳﾁ ｹﾝｲﾁ アトリエ フルーブ 神奈川県 1:45:56.54
671 7296 山本 茂 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 長野県 1:45:57.74
672 6037 多田 学 ﾀﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 1:46:07.20
673 9215 小倉 俊介 ｵｸﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ ろくさんぽ 愛知県 1:46:07.61
674 7240 丸山 明 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷﾗ だららんリラックマ 東京都 1:46:09.00
675 11002 蔵谷 哲朗 ｸﾗﾀﾆ ﾃﾂﾛｳ トーキョーエスカルゴ 東京都 1:46:12.60
676 9536 鈴木 明 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ ＫＬＴロードバイククラブ 埼玉県 1:46:24.90
677 12378 大西 力 ｵｵﾆｼ ﾂﾄﾑ ニロヤウイドゥ 兵庫県 1:46:29.80
678 5619 片岡 伸也 ｶﾀｵｶ ｼﾝﾔ ＰＩＮＥ ＨＩＬＬＳ ９０ 神奈川県 1:46:34.69
679 10164 鈴村 恵司 ｽｽﾞﾑﾗ ｹｲｼﾞ 新城スカイパーク 愛知県 1:46:34.92
680 9146 伊藤 晃 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 静岡県 1:46:36.80
681 12454 築井 均 ﾂｸｲ ﾋﾄｼ 新潟県 1:46:45.56
682 11216 桑原 伸也 ｸﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔ 静岡県 1:46:47.65
683 10159 菊田 一郎 ｷｸﾀ ｲﾁﾛｳ 東京都 1:46:47.90
684 7461 石井 淳 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ グッド・チャリズム 東京都 1:46:54.26
685 5021 秋山 志津男 ｱｷﾔﾏ ｼﾂﾞｵ ほまれ 千葉県 1:46:55.44
686 12104 福岡 栄作 ﾌｸｵｶ ｴｲｻｸ 感動涙なきぬれ隊 愛知県 1:47:00.64
687 11332 大澤 正 ｵｵｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ アークトゥールス 京都府 1:47:02.69
688 9530 太田 典志 ｵｵﾀ ﾉﾘﾕｷ アークス 東京都 1:47:03.15
689 8495 渡部 亨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ チームサカタニ 大阪府 1:47:04.93
690 10251 加倉井 勝信 ｶｸﾗｲ ｶﾂﾉﾌﾞ 東京都 1:47:05.53
691 11074 久保 義二 ｸﾎﾞ ﾖｼｼﾞ 千代田エネルギー 埼玉県 1:47:07.82
692 12118 関口 康明 ｾｷｸﾞﾁ ﾔｽｱｷ 東京都 1:47:12.53
693 10128 橘 俊哉 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄｼﾔ チームバルカ 兵庫県 1:47:16.85
694 8378 杉浦 武彦 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｹﾋｺ ＴＥＡＭ三度笠 神奈川県 1:47:22.43
695 13223 高橋 忠二 ﾀｶﾊｼ ﾁｭｳｼﾞ 神奈川県 1:47:27.02
696 12280 高月 宏一 ﾀｶﾂｷ ｺｳｲﾁ 東京都 1:47:27.56
697 8456 大森 武志 ｵｵﾓﾘ ﾀｹｼ ＡｄｉＬ 福島県 1:47:28.09
698 12162 吉江 政隆 ﾖｼｴ ﾏｻﾀｶ 天空 長野県 1:47:30.20
699 11524 町田 順市 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨県 1:47:31.96
700 11376 藤森 勝二 ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾂｼﾞ 埼玉県 1:47:33.74
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701 7249 森田 寿 ﾓﾘﾀ ﾋｻｼ アバンッアーレ 栃木県 1:47:34.27
702 11265 杉田 幸樹 ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ ＲＴラプラシアン 愛知県 1:47:35.96
703 11599 藤平 克浩 ﾌｼﾞﾋﾗ ｶﾂﾋﾛ プントロッソ東京 神奈川県 1:47:39.57
704 11449 長嶋 伸夫 ﾅｶﾞｼﾏ ﾉﾌﾞｵ 京都府 1:47:47.11
705 11161 山下 裕弘 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 1:47:54.77
706 8548 角井 博 ｶｸｲ ﾋﾛｼ 東京都 1:48:08.92
707 12346 足立 正美 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾐ ＫＹＢ相模 神奈川県 1:48:09.77
708 12477 大西 利昭 ｵｵﾆｼ ﾄｼｱｷ 香川県 1:48:10.37
709 12257 高橋 宏哲 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ セマスレーシング 千葉県 1:48:18.08
710 11059 関根 仁 ｾｷﾈ ﾋﾄｼ 神奈川県 1:48:20.57
711 10552 森永 二郎 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼﾞﾛｳ 埼玉県 1:48:21.25
712 8003 井上 雅博 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 1:48:22.83
713 10275 貝沼 俊治 ｶｲﾇﾏ ﾄｼﾊﾙ 静岡県 1:48:24.67
714 10523 紅林 泉 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｲｽﾞﾐ 東海大工Ｂチーム 静岡県 1:48:25.48
715 8360 久野 暢之 ｸﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ Ｐａｃｉｃｒｅｗ 東京都 1:48:25.96
716 11109 栁田 哲男 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾃﾂｵ エンドウ商会 静岡県 1:48:32.06
717 10173 金井 政弘 ｶﾅｲ ﾏｻﾋﾛ 日比谷公園チーム 東京都 1:48:34.39
718 4080 瀧嶋 吉博 ﾀｷｼﾏ ﾖｼﾋﾛ ファーストバイクス 東京都 1:48:34.56
719 11423 山田 博司 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 奈良県 1:48:35.06
720 11452 大倉 康 ｵｵｸﾗ ﾔｽｼ 愛知県 1:48:39.91
721 11388 石井 純一 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:48:44.39
722 5177 松岡 祐介 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｽｹ ぽっチャリ倶楽部 静岡県 1:48:44.97
723 11155 野村 健司 ﾉﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ＭＣ 東京都 1:48:45.13
724 13008 柴本 和巳 ｼﾊﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 群馬県 1:48:45.28
725 11361 土屋 雅彦 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋｺ ＲＴラプラシアン 埼玉県 1:48:48.70
726 10119 石高 勉 ｲｼﾀｶ ﾂﾄﾑ 神奈川県 1:48:49.93
727 7171 松岡 俊行 ﾏﾂｵｶ ﾄｼﾕｷ 長野県 1:48:50.19
728 7517 大西 好昭 ｵｵﾆｼ ﾖｼｱｷ セロー 群馬県 1:48:50.58
729 8287 宮崎 正博 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:48:53.62
730 6562 菅野 順介 ｽｶﾞﾉ ｼﾞｭﾝｽｹ 東京都 1:48:56.97
731 10582 飯野 徹 ｲｲﾉ ﾄｵﾙ 神奈川県 1:48:57.78
732 11497 平出 孝史 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀｶｼ シャルドネ 山梨県 1:48:58.97
733 11483 手塚 明宏 ﾃﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ イベリコ 奈良県 1:49:06.61
734 13450 片山 浩二 ｶﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 1:49:07.34
735 11050 小嶋 光人 ｺｼﾞﾏ ﾐﾂﾋﾄ 静岡県 1:49:07.80
736 11274 生頼 一彦 ｵｳﾗｲ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 1:49:07.87
737 6572 鈴木 流一 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ チーム・ステラート 東京都 1:49:07.96
738 7247 石原 由之 ｲｼﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 埼玉県 1:49:10.74
739 11040 依田 文彦 ﾖﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ ＳＫＲ 愛知県 1:49:12.39
740 7600 佐嶋 健一 ｻｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:49:15.22
741 11502 関 賢治 ｾｷ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 1:49:18.95
742 11377 和泉 高志 ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ 埼玉県 1:49:21.20
743 15434 松井 至 ﾏﾂｲ ｲﾀﾙ タイラップ 神奈川県 1:49:22.46
744 12347 川口 修市 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 1:49:30.44
745 14199 藤田 実 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾉﾙ 静岡県 1:49:31.77
746 8469 横山 順司 ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｼ シルバーリング 東京都 1:49:33.26
747 11362 里吉 務 ｻﾄﾖｼ ﾂﾄﾑ 山梨県 1:49:35.78
748 11586 絹川 智紹 ｷﾇｶﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 1:49:36.60
749 8016 伊勢 寛 ｲｾ ﾋﾛｼ 山梨県 1:49:37.40
750 10597 逸見 寿夫 ﾍﾝﾐ ﾄｼｵ 松本印刷 静岡県 1:49:40.45
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751 10417 秋本 優 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾙ 神奈川県 1:49:44.99
752 8251 稲葉 新一 ｲﾅﾊﾞ ｼﾝｲﾁ チーム エスカルゴ 群馬県 1:49:46.53
753 10406 宇佐美 康司 ｳｻﾐ ﾔｽｼ アドラック 山梨県 1:49:48.13
754 13425 丸谷 雄治 ﾏﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 石川県 1:49:50.73
755 11348 竹中 研一 ﾀｹﾅｶ ｹﾝｲﾁ イトダ塾 愛知県 1:49:51.80
756 6457 青木 勇紀男 ｱｵｷ ﾕｷｵ チーム マルゼン 埼玉県 1:49:52.27
757 5646 石崎 稔 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾉﾙ ＡＴＯ１．８ 神奈川県 1:49:54.39
758 12094 樫本 明生 ｶｼﾓﾄ ｱｷｵ 千葉県 1:49:58.35
759 8534 山下 正弘 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ サイクルマック 静岡県 1:49:59.75
760 6443 渡辺 力 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｶﾗ 愛知県 1:50:00.95
761 11486 木内 透 ｷｳﾁ ﾄｵﾙ チームコザ 静岡県 1:50:02.35
762 15030 石黒 慎一郎 ｲｼｸﾞﾛ ｼﾝｲﾁﾛｳ 落車でＧＯ！ 神奈川県 1:50:07.32
763 12240 都筑 文明 ﾂﾂﾞｸ ﾌﾐｱｷ あベーズ 東京都 1:50:11.91
764 11292 筒井 克志 ﾂﾂｲ ｶﾂｼ ＯＨＫＡ ＢＦ 神奈川県 1:50:19.15
765 9062 伊地知 晶人 ｲﾁﾞﾁ ｱｷﾄ 東京都 1:50:19.60
766 7377 渡辺 栄次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ チームコバリン 山梨県 1:50:20.24
767 11413 浦上 崇 ｳﾗｶﾐ ﾀｶｼ 大阪府 1:50:25.85
768 10189 涌井 孝一 ﾜｸｲ ｺｳｲﾁ 東京都 1:50:26.70
769 9117 松本 成輔 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｽｹ 山梨県 1:50:29.27
770 12377 前木場 健一 ﾏｴｺﾊﾞ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:50:29.86
771 7019 春日 文博 ｶｽｶﾞ ﾌﾐﾋﾛ 埼玉県 1:50:33.22
772 8418 普喜 活成 ﾌｷ ｶﾂﾅﾘ チームパラダイス 大阪府 1:50:33.26
773 11294 岡島 範行 ｵｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ ＦＲ２ 滋賀県 1:50:35.62
774 6247 和光 猛 ﾜｺｳ ﾀｹﾙ チームコバリン 山梨県 1:50:35.99
775 5437 本城 大介 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｽｹ 愛媛県 1:50:39.07
776 12386 林 忠信 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 東京都 1:50:39.29
777 10072 神野 誠 ｶﾐﾉ ﾏｺﾄ 走組 神奈川県 1:50:41.41
778 10563 山中 啓禎 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｻﾀﾞ 神奈川県 1:50:44.60
779 8085 伊藤 智之 ｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 東京都 1:50:50.01
780 9196 天ケ谷 亨 ｱﾏｶﾞﾔ ﾄｵﾙ 茨城県 1:50:51.13
781 10342 清野 美津久 ｾｲﾉ ﾐﾂﾋｻ 東京都 1:50:54.83
782 5585 有住 紀重 ｱﾘｽﾞﾐ ﾉﾘｼｹﾞ クエスタピーナ 東京都 1:50:56.86
783 8471 柴崎 好章 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾖｼｱｷ ペダリスト 神奈川県 1:50:59.70
784 8477 鎌田 俊一 ｶﾏﾀ ｼｭﾝｲﾁ ＲＡＧＧＡＺＯ 神奈川県 1:51:01.71
785 9223 佐々木 雄司 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 栃木県 1:51:04.42
786 10223 桑原 正樹 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏｻｷ さくラン 東京都 1:51:04.63
787 9058 斎藤 雅英 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 東京都 1:51:07.67
788 11011 水木 秀行 ﾐｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ ＯＢＦ 神奈川県 1:51:09.22
789 10051 韓 祐志 ﾊﾝ ﾕｳｼﾞ グッド・チャリズム 東京都 1:51:16.04
789 10247 堤 達彦 ﾂﾂﾐ ﾀﾂﾋｺ ぽこあぽこぽこ 三重県 1:51:16.04
791 10460 山峰 政治 ﾔﾏﾐﾈ ﾏｻｼﾞ 石川県 1:51:21.65
792 13267 三原 尚登 ﾐﾊﾗ ﾅｵﾄ 東京都 1:51:23.33
793 9109 須賀 勤 ｽｶﾞ ﾂﾄﾑ がっちゃんず 群馬県 1:51:23.90
794 11134 大貫 良 ｵｵﾇｷ ﾘｮｳ チームＫＥＮＳＯ 山梨県 1:51:25.14
795 10273 平山 友章 ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 横浜消防自転車部 神奈川県 1:51:31.06
796 10418 加茂 幸彦 ｶﾓ ﾕｷﾋｺ 埼玉県 1:51:34.06
797 3261 荻津 弘行 ｵｷﾞﾂ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 1:51:36.67
798 11213 西野 隆幸 ﾆｼﾉ ﾀｶﾕｷ レーシングクラブカズ 神奈川県 1:51:38.70
799 11214 二宮 茂光 ﾆﾉﾐﾔ ｼｹﾞﾐﾂ チームカモカモ 愛知県 1:51:48.40
800 12265 若林 正敏 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄｼ 自転車屋ライブ 東京都 1:51:50.40
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801 12316 栗原 誠 ｸﾘﾊﾗ ﾏｺﾄ ＴＥＡＭ３１ＳＰ 埼玉県 1:51:52.94
802 11598 菊地 一郎 ｷｸﾁ ｲﾁﾛｳ 東京都 1:52:00.66
803 11141 宮川 洋司 ﾐﾔｶﾜ ﾖｳｼﾞ 埼玉県 1:52:00.68
804 12234 益山 和人 ﾏｽﾔﾏ ｶｽﾞﾄ この一杯のために 東京都 1:52:07.95
805 14495 平塚 浩司 ﾋﾗﾂｶ ｺｳｼﾞ 東京都 1:52:08.47
806 12283 佐藤 裕行 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ パッシオーネ 東京都 1:52:09.99
807 6104 古田 孝一 ﾌﾙﾀ ｺｳｲﾁ サニーサイド 大阪府 1:52:10.30
808 11417 松田 裕之 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ チーム コン 東京都 1:52:17.78
809 11298 西海 正晴 ﾆｼｶﾞｲ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 1:52:18.35
810 8443 秋山 健二 ｱｷﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 静岡県 1:52:31.94
811 11269 林 達雄 ﾊﾔｼ ﾀﾂｵ ＭＣＲＴ 神奈川県 1:52:37.60
812 12243 山中 一人 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾄ 瑞江整形外科 東京都 1:52:38.90
813 10546 望月 栄史 ﾓﾁﾂﾞｷ ｴｲｼﾞ 山梨県 1:52:39.29
814 10398 秋庭 稔 ｱｷﾊﾞ ﾐﾉﾙ ＳＥＯ８２１４ 千葉県 1:53:02.87
815 12305 増田 雄輔 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ シンフォニー 東京都 1:53:09.15
816 10399 井上 治 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 埼玉県 1:53:17.80
817 9115 松本 光美 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾐ キズナチーム 千葉県 1:53:22.47
818 10511 飯高 政浩 ｲｲﾀﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 千葉アスリートクラブ 千葉県 1:53:25.35
819 7457 沼上 修二 ﾇﾏｶﾞﾐ ｼｭｳｼﾞ 行田ＦＣ 埼玉県 1:53:27.43
820 12487 清水 隆 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 石川県 1:53:31.97
821 14190 中島 輝夫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾙｵ 東京都 1:53:32.01
822 11451 安江 衛一 ﾔｽｴ ﾓﾘｶｽﾞ ビーワークスレーシング 東京都 1:53:33.02
823 8208 因藤 靖久 ｲﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋｻ 松竹 埼玉県 1:53:40.44
824 7265 清水 嘉一郎 ｼﾐｽﾞ ｶｲﾁﾛｳ コロころんカフェ 埼玉県 1:53:47.44
825 10347 菅井 弘之 ｽｶﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:53:47.45
826 7418 戸辺 徹 ﾄﾍﾞ ﾄｵﾙ 東京都 1:53:48.66
827 12133 胡 博之 ｴﾋﾞｽ ﾋﾛﾕｷ チーム杏林 栃木県 1:53:50.30
828 10542 伊藤 達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 舞Ｗａｙ 神奈川県 1:53:50.61
829 9403 井口 龍一 ｲｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 東京都 1:53:53.36
830 7319 佐藤 務 ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ ＣＯＬＬＩＮＡ Ｚ 千葉県 1:53:58.09
831 12140 小林 茂則 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾉﾘ 小川工業土木部 埼玉県 1:54:09.28
832 12191 工藤 幸治 ｸﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 東京都 1:54:16.36
833 15410 栗田 洋一 ｸﾘﾀ ﾖｳｲﾁ テレビ愛媛サイクリングチーム 東京都 1:54:16.88
834 10431 田辺 貢 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷﾞ 神奈川県 1:54:22.88
835 6606 竹内 正昭 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｱｷ ＭＢＪ チームＡ 東京都 1:54:27.51
836 13065 加納 康哲 ｶﾉｳ ﾔｽﾉﾘ パラダイス 東京都 1:54:34.29
837 11181 藤原 康之 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾕｷ Ｆ３０００ 愛知県 1:54:34.55
838 10264 斎藤 嘉一郎 ｻｲﾄｳ ﾖｼｲﾁﾛｳ 千葉県 1:54:36.35
839 13058 石田 正文 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 三重県 1:54:49.90
840 10184 水牧 雅夫 ﾐｽﾞﾏｷ ﾏｻｵ 神奈川県 1:54:49.91
841 14335 吉田 工 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 神奈川県 1:54:50.65
842 10379 小島 隆 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ ハウスタイルズ 千葉県 1:54:53.37
843 11302 近藤 信夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｵ ＧＯＫＩＳＯ 愛知県 1:54:53.80
844 12448 小林 孝夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵ 山梨県 1:54:53.90
845 10255 最上 真一 ﾓｶﾞﾐ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 1:54:58.34
846 14538 田続 利夫 ﾀﾂﾂﾞｷ ﾄｼｵ 茨城県 1:55:00.87
847 15335 井形 繁雄 ｲｶﾞﾀ ｼｹﾞｵ Ｔｉｐｐｅｒｓ横浜 神奈川県 1:55:02.15
848 7345 足立 安臣 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽｵﾐ たまポタ 東京都 1:55:04.61
849 14357 田中 勝彦 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋｺ サンアンドムーン 山梨県 1:55:10.30
850 14440 易 可信 YICK Ho Shun, Sammy Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ （ＺＥＲＯ １ Ｃｙ 1:55:16.90
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851 14138 吉竹 修 ﾖｼﾀｹ ｵｻﾑ 東京都 1:55:18.10
852 12308 増田 剛 ﾏｽﾀﾞ ﾂﾖｼ 京都府 1:55:22.78
853 13192 田島 秀男 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 1:55:24.95
854 7269 相場 友樹 ｱｲﾊﾞ ﾄﾓｼｹﾞ アンポンタン 新潟県 1:55:25.57
855 15109 伊藤 成広 ｲﾄｳ ﾅﾙﾋﾛ 長野県 1:55:27.60
856 10155 長浜 史朗 ﾅｶﾞﾊﾏ ｼﾛｳ チームバルカ 兵庫県 1:55:28.46
857 14133 鈴木 秀一 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 1:55:35.96
858 6375 後藤 ケイスケ ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ ごとう整形外科 宮崎県 1:55:42.28
859 6526 大森 義明 ｵｵﾓﾘ ﾖｼｱｷ 神奈川県 1:55:46.55
860 8552 筒井 義徳 ﾂﾂｲ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 1:55:47.38
861 12338 小林 裕彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｹﾞﾝ ＲＴかちかち山 山梨県 1:55:50.20
862 13519 湯浅 純 ﾕｱｻ ｱﾂｼ ペダリスト 東京都 1:55:54.21
863 12121 瀬戸 啓史 ｾﾄ ﾋﾛﾌﾐ わたりがに 神奈川県 1:55:55.17
864 10487 伊藤 譲 ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾙ フレンド商会 東京都 1:55:56.78
865 11456 浜 研一 ﾊﾏ ｹﾝｲﾁ チームＣＦＫ 東京都 1:55:57.55
866 12095 油井 裕行 ﾕｲ ﾋﾛﾕｷ オッティモ 千葉県 1:56:02.47
867 5147 渡辺 淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ オロンド 神奈川県 1:56:03.18
868 12276 久島 幸二 ｸｼﾏ ｺｳｼﾞ 山梨県 1:56:03.45
869 12003 樋沼 重夫 ﾋﾇﾏ ｼｹﾞｵ クラブしずおかサイクル 東京都 1:56:09.85
870 11406 吉田 宏之 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 1:56:17.32
871 15135 林 雅博 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 1:56:20.23
872 11374 渋谷 孝征 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶﾕｷ ＨＢＦ 東京都 1:56:24.31
873 8193 河野 義和 ｺｳﾉ ﾖｼｶｽﾞ 新生銀行自転車部 東京都 1:56:34.05
874 11041 大野 精一 ｵｵﾉ ｾｲｲﾁ 東京都 1:56:36.43
875 9470 神 正智 ｼﾞﾝ ﾏｻﾄﾓ 静岡県 1:56:42.98
876 14030 伊藤 秀俊 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 1:56:47.67
877 11126 當間 英敬 ﾄｳﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ チームもちの 静岡県 1:56:51.87
878 11144 堀内 康弘 ﾎﾘｳﾁ ﾔｽﾋﾛ チームドット３１エスピー 埼玉県 1:56:52.99
879 14490 海野 浩 ｳﾝﾉ ﾋﾛｼ ＯＳＪチーム材木座 神奈川県 1:56:55.87
880 8229 志村 誠彦 ｼﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 神示教会 神奈川県 1:56:58.83
881 13604 山口 修 ﾔﾏｸﾞﾁ ｵｻﾑ 横浜自転車倶楽部 神奈川県 1:57:06.08
882 14399 堂谷 剛 ﾄﾞｳﾀﾆ ﾂﾖｼ 新潟県 1:57:12.60
883 5327 望月 和人 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾋﾄ ＫＩＩ－ＣＲＡＦＴ 山梨県 1:57:17.49
884 14059 奥村 剛史 ｵｸﾑﾗ ﾂﾖｼ Ｂｅ－Ｕｎｉｔｉｚｅｄ 奈良県 1:57:18.24
885 7294 佐々木 博一 ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 1:57:22.58
886 8332 藤本 明 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ 神奈川県 1:57:22.67
887 14453 渡邊 貴彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｺ 神奈川県 1:57:25.76
888 14547 愛智 正昭 ｱｲﾁ ﾏｻｱｷ 神奈川県 1:57:28.89
889 13258 山中 哲也 ﾔﾏﾅｶ ﾃﾂﾔ ＲＵＮ＆ＨＩＤＥ 埼玉県 1:57:28.99
890 8550 伊藤 孝 ｲﾄｳ ﾀｶｼ バイクルプラザＲ・Ｔ 東京都 1:57:35.69
891 13567 康村 安善 ﾔｽﾑﾗ ﾔｽﾖｼ 神奈川県 1:57:40.94
892 13390 村上 豊 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾀｶ 臨海副都心自転車競走部 東京都 1:57:41.42
893 11038 若林 正志 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ 富山県 1:57:46.32
894 6483 石嶋 甚一郎 ｲｼｼﾞﾏ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 栃木県 1:57:46.40
895 11162 水谷 秀司 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞｼ 東京都 1:57:46.53
896 11062 酒井 正弘 ｻｶｲ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 1:57:47.58
897 7052 河上 隆 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｼ 神奈川県 1:57:47.78
898 13558 釜井 浩幸 ｶﾏｲ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:57:47.97
899 7422 田中 宏 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ うみがめ 東京都 1:57:48.19
900 8190 宮地 和也 ﾐﾔﾁ ｶｽﾞﾔ 静岡県 1:57:48.95
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901 9171 芦沢 透 ｱｼｻﾞﾜ ﾄｵﾙ チームディーディー 静岡県 1:57:49.26
902 13424 加賀美 雄二 ｶｶﾞﾐ ﾕｳｼﾞ ちりりんＲＣ 神奈川県 1:58:11.49
903 12488 佐藤 仁 ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 東大附属自転車同好会 東京都 1:58:17.14
904 5473 杉本 秀夫 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ ＲＡＩＳＩＮ 山梨県 1:58:17.29
905 7334 安達 幸雄 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷｵ 東京都 1:58:17.54
906 10324 黒木 尊行 ｸﾛｷ ﾀｶﾕｷ グッドチャリズム宣言 東京都 1:58:19.09
907 12246 山口 昭治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 1:58:27.24
908 5527 今井 秀和 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ストラップス 埼玉県 1:58:27.93
909 12339 角川 昭宏 ﾂﾉｶﾜ ｱｷﾋﾛ 長野県 1:58:31.70
910 15169 川井 直人 ｶﾜｲ ﾅｵﾄ 東京都 1:58:37.67
911 12037 赤川 晃教 ｱｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾉﾘ 神奈川県 1:58:38.67
912 8006 小川 和之 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾕｷ 東京都 1:58:40.65
913 8107 織戸 伸樹 ｵﾘﾄ ﾉﾌﾞｷ オリトス 茨城県 1:58:47.26
914 12099 野内 豊彦 ﾔﾅｲ ﾄﾖﾋｺ 茨城県 1:58:47.99
915 11446 石田 光一 ｲｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 1:58:55.91
916 12412 松本 俊司 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ 清水建設 群馬県 1:58:57.43
917 12065 後藤 勝利 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾄｼ 東京都 1:58:57.82
918 10172 麩谷 博之 ﾌﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ バルカ 兵庫県 1:59:03.82
919 9395 内藤 正彦 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 1:59:06.22
920 13345 石井 主税 ｲｼｲ ﾁｶﾗ 埼玉県 1:59:08.46
921 6178 曾根 淳一 ｿﾈ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛媛県 1:59:09.93
922 11249 岡野 雅章 ｵｶﾉ ﾏｻｱｷ マスコ 埼玉県 1:59:15.62
923 6609 田口 悟 ﾀｸﾞﾁ ｻﾄﾙ ＭＢＪ チームＡ 神奈川県 1:59:16.96
924 12575 石黒 哲夫 ｲｼｸﾞﾛ ﾃﾂｵ Ｔｅａｍ ＵＮＯ 神奈川県 1:59:17.60
925 12370 村上 治 ﾑﾗｶﾐ ｵｻﾑ パッシオーネ 京都府 1:59:20.89
926 13296 坂口 元一 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾞﾝｲﾁ 兵庫県 1:59:22.99
927 4609 尾川 佳永 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ ＴＥＡＭ Ｇ＆Ｇ 奈良県 1:59:25.23
928 11340 橋本 順一 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡県 1:59:31.08
929 15319 大内 範行 ｵｵｳﾁ ﾉﾘﾕｷ 東京都 1:59:33.70
930 6250 秋元 広行 ｱｷﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:59:35.56
931 15170 カーチ ジョン ｶｰﾁ ｼﾞｮﾝ トーキョークランクス 東京都 1:59:37.29
932 12205 大杉 成実 ｵｵｽｷﾞ ﾅﾙﾐ 愛知県 1:59:37.84
933 14125 尾崎 行雄 ｵｻﾞｷ ﾕｷｵ 神奈川県 1:59:43.33
934 13225 小川 行平 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 箱根クラブ 静岡県 1:59:53.37
935 14064 日原 英二 ﾋﾊﾗ ｴｲｼﾞ ネオ 山梨県 1:59:53.97
936 13255 田辺 佳浩 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ たなべえ 東京都 2:00:05.28
937 8053 磯山 隆 ｲｿﾔﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 2:00:08.61
938 11252 有馬 吉弘 ｱﾘﾏ ﾖｼﾋﾛ スーパースリー 兵庫県 2:00:12.47
939 7090 田中 英治 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ 石川県 2:00:13.84
940 9414 島 康記 ｼﾏ ﾔｽﾉﾘ チーム Ｇ＆Ｇ 奈良県 2:00:20.22
941 10442 深沢 君美 ﾌｶｻﾜ ｷﾐﾖｼ 山梨県 2:00:26.99
942 12030 芳野 義浩 ﾖｼﾉ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:00:29.90
943 14187 中嶋 敏幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ おじさん－Ａ 東京都 2:00:32.93
944 12543 久郷 幸生 ｸｺﾞｳ ﾕｷｵ 千葉県 2:00:33.28
945 12120 吉村 誠司 ﾖｼﾑﾗ ｾｲｼﾞ 愛知県 2:00:35.83
946 12032 工藤 弘幸 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:00:40.49
947 12589 安藤 聡史 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ チームニッパン 神奈川県 2:00:42.11
948 10162 古屋 智通 ﾌﾙﾔ ﾄｼﾐﾂ コロころんカフェ 埼玉県 2:00:44.58
949 14276 藤間 一郎 ﾌｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 茨城県 2:00:46.06
950 15161 石野 英之 ｲｼﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ チーム コダクサン 神奈川県 2:00:47.20
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951 14180 山田 誠二 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ サンゴバン 埼玉県 2:00:53.86
952 12074 村田 淳 ﾑﾗﾀ ｱﾂｼ いべりこ 京都府 2:00:55.15
953 7100 村山 秀樹 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:00:56.54
954 7550 上野 博幸 ｳｴﾉ ﾋﾛﾕｷ 新潟県 2:00:59.62
955 9538 内川 益男 ｳﾁｶﾜ ﾏｽｵ セロー 埼玉県 2:01:02.50
956 5590 内藤 茂樹 ﾅｲﾄｳ ｼｹﾞｷ 山梨県 2:01:03.74
957 14272 加藤 雅之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ チームＦＡＢ 愛知県 2:01:04.46
958 8498 江原 孝法 ｴﾊﾞﾗ ﾀｶｵ 群馬県 2:01:10.69
959 13020 香椎 健 ｶｼｲ ﾀｹｼ ＲＤＢ 埼玉県 2:01:13.30
960 15562 青木 勉 ｱｵｷ ﾂﾄﾑ 埼玉県 2:01:13.87
961 12349 関根 裕之 ｾｷﾈ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:01:15.39
962 13106 宮内 規行 ﾐﾔｳﾁ ﾉﾘﾕｷ セントラル西新井 東京都 2:01:18.91
963 8567 佐織 仁 ｻｵﾘ ﾋﾄｼ 京都府 2:01:19.80
964 13084 渡邊 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ ＯＨＫＡ ＢＦ 東京都 2:01:23.80
965 12193 上倉 哲夫 ｶﾐｸﾗ ﾃﾂｵ エキップＡＮＡ 神奈川県 2:01:27.14
966 11494 生井 啓道 ﾅﾏｲ ﾋﾛﾐﾁ 栃木県 2:01:33.84
967 5297 宮内 保 ﾐﾔｳﾁ ﾀﾓﾂ うんならがすどぇ２７８ 千葉県 2:01:35.24
968 15493 松代 健太郎 ﾏﾂｼﾛ ｹﾝﾀﾛｳ 兵庫県 2:01:39.80
969 12483 小坂 芳広 ｺｻｶ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:01:40.52
970 12314 須澤 智康 ｽｻﾞﾜ ﾄﾓﾔｽ スズパワー 愛知県 2:01:41.06
971 10391 松永 均 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾄｼ 神奈川県 2:01:50.87
972 6460 宇佐川 宣孝 ｳｻｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ 東京都 2:02:04.86
973 11522 伊藤 敏明 ｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 愛知県 2:02:06.74
974 6063 春山 勝典 ﾊﾙﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ クエスタピーナ 東京都 2:02:07.63
975 13041 木前 幸三 ｷﾏｴ ｺｳｿﾞｳ 兵庫県 2:02:20.19
976 14325 三浦 勉 ﾐｳﾗ ﾂﾄﾑ 愛知県 2:02:27.74
977 10365 石嵜 義雄 ｲｼｻﾞｷ ﾖｼｵ サカタレーシングクラブ 千葉県 2:02:29.90
978 10390 塚本 幹夫 ﾂｶﾓﾄ ﾐｷｵ 臨海副都心自転車競技部 東京都 2:02:31.64
979 10590 村本 武則 ﾑﾗﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ 福島県 2:02:36.72
980 12458 石井 和利 ｲｼｲ ｶｽﾞﾄｼ 日体大スケート部 神奈川県 2:02:38.33
981 6049 越山 淳 ｺｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝ ＯＨＫＡーＢＦ 神奈川県 2:02:50.27
982 10497 酒井 春孝 ｻｶｲ ﾊﾙﾀｶ ＳＣＣ 東京都 2:02:50.87
983 13254 大畑 雅章 ｵｵﾊﾀ ﾏｻｱｷ 愛知県 2:02:55.35
984 11400 遠藤 裕一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ ＢＥＥＲＳ 山梨県 2:03:00.39
985 13318 直井 徹 ﾅｵｲ ﾄｵﾙ ＴＣＯＣＣ 茨城県 2:03:03.62
986 14604 田中 聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 東京都 2:03:03.96
987 12259 牛島 輝明 ｳｼｼﾞﾏ ﾃﾙｱｷ 東京都 2:03:05.92
988 12010 林 征敏 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄｼ 東京都 2:03:12.60
989 14358 富田 誠樹 ﾄﾐﾀ ｾｲｷ ＳＯＲＡ 神奈川県 2:03:12.68
990 11344 高原 康樹 ﾀｶﾊﾗ ﾔｽｷ 愛知県 2:03:16.78
991 12171 栗山 順一 ｸﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ナカジマサイクル 神奈川県 2:03:19.45
992 8221 渡辺 克美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ 千葉県 2:03:24.62
993 15451 川村 勝重 ｶﾜﾑﾗ ｶﾂｼｹﾞ チームあわもりまん 東京都 2:03:31.50
994 12034 吉澤 直樹 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ Ａｄｉｐｏ－Ｓｈａｋｅｒｓ 東京都 2:03:41.35
995 14354 田島 良雄 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼｵ 神奈川県 2:03:41.58
996 14220 村松 俊樹 ﾑﾗﾏﾂ ﾄｼｷ 公立昭和病院 東京都 2:03:42.18
997 11035 小松 明広 ｺﾏﾂ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 2:03:45.73
998 9040 角野 文和 ｶﾄﾞﾉ ﾌﾐｶｽﾞ 建築自転車部 東京都 2:03:49.45
999 10540 長谷部 晃央 ﾊｾﾍﾞ ｱｷｵ ＥＣＵ 東京都 2:03:50.02

1000 14060 吉岡 均 ﾖｼｵｶ ﾋﾄｼ Ｂｅ－Ｕｎｉｔｉｚｅｄ 大阪府 2:03:50.25
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1001 11420 亀谷 祐介 ｶﾒﾀﾆ ﾕｳｽｹ Ｔｅａｍ湯田温泉 山口県 2:03:51.89
1002 12559 冨高 朗 ﾄﾐﾀｶ ｱｷﾗ 神奈川県 2:04:01.14
1003 6447 小田 敏之 ｵﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 2:04:05.34
1004 4124 石井 拓人 ｲｼｲ ﾀｸﾄ チーム エルモ！！ 神奈川県 2:04:09.60
1005 12090 望月 浩史 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｼﾞ 静岡県 2:04:12.33
1006 13359 田中 栄一 ﾀﾅｶ ｴｲｲﾁ しがぎん走友会 滋賀県 2:04:23.63
1007 5377 滝 英規 ﾀｷ ﾋﾃﾞｷ クエスタピーナ 東京都 2:04:38.49
1008 11086 船水 浩一 ﾌﾅﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ ブル ボスコ 青森県 2:04:42.11
1009 10384 影山 輝明 ｶｹﾞﾔﾏ ﾃﾙｱｷ 千葉県 2:04:46.47
1010 8583 岩田 淳雄 ｲﾜﾀ ｱﾂｵ ＢｉＣＹＣＬＥ ＣＬＵＢ 千葉県 2:04:49.85
1011 12021 松橋 基 ﾏﾂﾊｼ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 2:04:54.39
1012 10067 吉澤 壮吉 ﾖｼｻﾞﾜ ｿｳｷﾁ 走組 東京都 2:04:54.50
1013 10525 徳永 憲治 ﾄｸﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:04:57.12
1014 12057 大橋 宏秀 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾋﾃﾞ コロころんカフェ 埼玉県 2:05:01.80
1015 13385 岩崎 純 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:05:03.15
1016 7507 山本 誠司 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 青山双輪会 神奈川県 2:05:14.73
1017 13145 宮下 耕次 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｼﾞ 群馬県 2:05:18.36
1018 10312 古川 満 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾂﾙ 東京都 2:05:18.37
1019 14053 片桐 智 ｶﾀｷﾞﾘ ｻﾄｼ 岐阜県 2:05:19.44
1020 13231 小野 恵章 ｵﾉ ﾖｼｱｷ 山梨県 2:05:19.87
1021 11454 坂本 昇 ｻｶﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ スズパワー梶原 東京都 2:05:20.86
1022 13216 増田 一男 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｵ 静岡県 2:05:29.88
1023 13447 中道 薫 ﾅｶﾐﾁ ｶｵﾙ Ｃｈａｒｉ２．０ 愛知県 2:05:34.93
1024 12555 信太 浩信 ｼﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 神奈川県 2:05:37.07
1025 9568 佐藤 勝 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ バイセオ川口 埼玉県 2:05:39.39
1026 7523 井上 彰 ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ チームラバネロ 東京都 2:05:40.02
1027 11271 高橋 行男 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ 東海大自転車部ＯＢ 神奈川県 2:05:41.26
1028 10425 矢村 稔 ﾔﾑﾗ ﾐﾉﾙ ＡＳＲ 東京都 2:05:43.18
1029 13268 青木 宗友 ｱｵｷ ﾑﾈﾄﾓ ＩＥＣＡＣ 茨城県 2:05:43.61
1030 12216 熊木 譲 ｸﾏｷ ﾕｽﾞﾙ バイセオ川口 埼玉県 2:05:44.52
1031 13581 小畠 実 ｺﾊﾞﾀｹ ﾐﾉﾙ チームＡＰ 埼玉県 2:05:47.81
1032 8274 原 一博 ﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ エスカルゴ 群馬県 2:05:50.12
1033 13314 稲岡 哲也 ｲﾅｵｶ ﾃﾂﾔ 大阪府 2:05:50.62
1034 15201 田中 薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 静岡県 2:05:53.93
1035 12089 小高 将裕 ｵﾀﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 2:05:55.22
1036 14439 曾 偉如 TSANG Wai Yu Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ （ＺＥＲＯ １ Ｃｙ 2:06:02.27
1037 14600 河村 浩之 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 2:06:03.90
1038 11490 伊藤 康記 ｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 千葉県 2:06:07.74
1039 14475 嶋貫 俊幸 ｼﾏﾇｷ ﾄｼﾕｷ ぐるぐる自転車部 愛知県 2:06:18.37
1040 12527 桑原 浩幸 ｸﾜﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:06:21.91
1041 12361 田村 正之 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ チームフラミンゴ 埼玉県 2:06:25.32
1042 10261 渡辺 真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 千葉県 2:06:49.27
1043 14291 磯部 正隆 ｲｿﾍﾞ ﾏｻﾀｶ 静岡県 2:06:56.41
1044 8387 青木 信平 ｱｵｷ ｼﾝﾍﾟｲ 湘南ワタナベレーシング 神奈川県 2:07:02.26
1045 12136 竹中 拡伸 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ ＦＩＮＥＴ 山梨県 2:07:05.50
1046 14527 横山 和弘 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ レーシングライツハママツ 静岡県 2:07:06.18
1047 12368 小田 高広 ｵﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 2:07:10.58
1048 12315 座間 多桂生 ｻﾞﾏ ﾀｹｵ 東京都 2:07:28.99
1049 14020 渡邊 宏憲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 2:07:30.61
1050 12333 窪田 誠 ｸﾎﾞﾀ ﾏｺﾄ 東京都 2:07:32.17
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1051 8116 佐原 弘晃 ｻﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 中谷病院ＮＣＡ 和歌山県 2:07:35.12
1052 8393 佐藤 武志 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 東京都 2:07:40.74
1053 14382 日向 治正 ﾋﾅﾀ ﾊﾙﾏｻ アベーズ 東京都 2:07:41.93
1054 10340 山本 信 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 山梨県 2:07:50.64
1055 13012 倉見 祐史 ｸﾗﾐ ﾕｳｼﾞ くらくら 愛知県 2:07:58.13
1056 11212 小池 晃生 ｺｲｹ ｱｷｵ 静岡県 2:08:00.95
1057 12369 木下 雅彦 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋｺ ＯＴＣ 愛知県 2:08:05.21
1058 13064 小澤 慶祐 ｵｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 神奈川県 2:08:10.99
1059 12330 前田 浩義 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ 愛知県 2:08:16.79
1060 9176 永井 健二 ﾅｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ 茨城県 2:08:19.43
1061 14486 川幡 秀雄 ｶﾜﾊﾀ ﾋﾃﾞｵ サノクライム 東京都 2:08:23.41
1062 12146 中村 光輝 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾃﾙ ピーエス三菱 東京都 2:08:27.68
1063 15267 内山 一輝 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾃﾙ 東京都 2:08:28.44
1064 11546 米田 勝典 ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ チームサカタニ 大阪府 2:08:30.72
1065 12009 青木 信幸 ｱｵｷ ﾉﾌﾞﾕｷ チーム・ハルヒル 群馬県 2:08:46.37
1066 12479 樋口 敦志 ﾋｸﾞﾁ ｱﾂｼ 福島県 2:08:48.19
1067 12028 吉森 正和 ﾖｼﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ チーム スズノ 埼玉県 2:08:51.57
1068 8302 橘田 旦 ｷｯﾀ ﾊｼﾞﾒ グッチャリ 埼玉県 2:08:51.65
1069 7006 山本 明 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ ＬＥＧＯＮＮＲＣ 神奈川県 2:08:52.14
1070 8397 伊東 孝浩 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 静岡県 2:08:55.86
1071 12215 須藤 繁雄 ｽﾄﾞｳ ｼｹﾞｵ 静岡県 2:08:58.43
1072 14130 山下 俊明 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼｱｷ 東京都 2:09:06.77
1073 8013 岡見 精亮 ｵｶﾐ ｷﾖｽｹ 神奈川県 2:09:08.39
1074 12062 岸 直邦 ｷｼ ﾅｵｸﾆ どんぐりころころ 東京都 2:09:13.33
1075 11248 木下 和之 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 2:09:30.97
1076 12565 大森 悟史 ｵｵﾓﾘ ｻﾄｼ キョーリン 栃木県 2:09:37.99
1077 13097 山嵜 正明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 東大附属自転車同好会 東京都 2:09:47.74
1078 11240 横川 誠 ﾖｺｶﾜ ﾏｺﾄ 東京都 2:09:48.77
1079 11461 中村 一弥 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 石川県 2:09:51.62
1080 11261 遠藤 剛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 東京都 2:10:02.60
1081 8100 横森 智 ﾖｺﾓﾘ ｻﾄｼ 神奈川県 2:10:05.27
1082 13411 小島 一弘 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 2:11:06.47
1083 14333 白濱 政春 ｼﾗﾊﾏ ﾏｻﾊﾙ 愛知県 2:11:11.79
1084 10506 山口 敦 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ ＴＥＡＭ ＳＥＯ２７８ 千葉県 2:11:20.49
1085 12213 保坂 巳知夫 ﾎｻｶ ﾐﾁｵ うさぎ３ 山梨県 2:11:25.51
1086 8018 種田 直基 ﾀﾈﾀﾞ ﾅｵｷ ＧＯＲ 東京都 2:11:42.15
1087 13249 伊藤 浩 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ チーム・しょんぼり 神奈川県 2:11:51.38
1088 12552 鈴木 広道 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ 東京都 2:11:53.56
1089 8222 横山 浩司 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 2:12:01.87
1090 15601 宮下 芳浩 ﾐﾔｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 山梨県 2:12:16.20
1091 14443 長畑 芳仁 ﾅｶﾞﾊﾀ ﾖｼﾋﾄ ストレッチ塾 埼玉県 2:12:20.50
1092 12451 喜多村 亮 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾗ コバリン－エックス 山梨県 2:12:25.98
1093 12523 塚本 秀雄 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 2:12:30.10
1094 14224 鈴木 幸二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 東京都 2:12:30.34
1095 15589 金子 和廣 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 富山県 2:12:36.87
1096 8298 田所 浩一 ﾀﾄﾞｺﾛ ｺｳｲﾁ 千葉県 2:12:49.07
1097 13070 志村 誠二 ｼﾑﾗ ｾｲｼﾞ 埼玉県 2:12:55.89
1098 13137 森下 良高 ﾓﾘｼﾀ ﾖｼﾀｶ 東京都 2:13:04.23
1099 11352 加納 安章 ｶﾉｳ ﾔｽｱｷ 神奈川県 2:13:05.19
1100 10311 西澤 直人 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 東京都 2:13:24.16
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1101 9300 難波 八郎 ﾅﾝﾊﾞｰ ﾊﾁﾛｳ 埼玉県 2:13:26.97
1102 6228 今井 英也 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞﾔ 京都府 2:13:36.32
1103 14129 長谷川 知已 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 埼玉県 2:13:47.85
1104 8260 岡田 孝昭 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｱｷ 愛知県 2:13:56.12
1105 13207 長谷野 文吾 ﾊｾﾉ ﾌﾞﾝｺﾞ エキップＡＮＡ 神奈川県 2:13:57.55
1106 8331 中登 義仁 ﾅｶﾄ ﾖｼﾋﾄ ただの親子 神奈川県 2:14:04.78
1107 7544 福島 豊司 ﾌｸｼﾏ ﾄﾖｼﾞ チーム トラコン 愛知県 2:14:14.26
1108 10401 石田 亮一 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 2:14:17.95
1109 15392 森久 真二 ﾓﾘﾋｻ ｼﾝｼﾞ 東京都 2:14:25.07
1110 12359 中村 浩章 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ オリジン 東京都 2:14:33.19
1111 9496 花香 隆之 ﾊﾅｶ ﾀｶﾕｷ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 2:14:45.87
1112 12206 菱川 哲夫 ﾋｼｶﾜ ﾃﾂｵ 静岡県 2:14:46.43
1113 8064 亀岡 博樹 ｶﾒｵｶ ﾋﾛｷ チーム ラガッツオ 神奈川県 2:14:48.78
1114 12499 加藤 浩之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ＫＡＪＩＭＡ 東京都 2:15:01.40
1115 8078 岩崎 均 ｲﾜｻｷ ﾋﾄｼ ＣＡＮＤＹ ＲＣ 神奈川県 2:15:06.76
1116 13356 伊藤 穣 ｲﾄｳ ﾕﾀｶ 神奈川県 2:15:10.56
1117 14289 末田 敏雄 ｽｴﾀﾞ ﾄｼｵ 埼玉県 2:15:16.16
1118 11033 渡辺 康郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾛｳ 大阪府 2:15:35.89
1119 12341 坂井 達也 ｻｶｲ ﾀﾂﾔ 新潟県 2:15:38.75
1120 13307 古屋 浩 ﾌﾙﾔ ﾋﾛｼ たまプラーザフェイムス 神奈川県 2:15:38.77
1121 12052 伊藤 健治 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ チームスポーツキッド 埼玉県 2:15:43.19
1122 13100 勝尾 嘉仁 ｶﾂｵ ﾖｼﾋﾄ 東大附属自転車同好会 東京都 2:15:49.09
1123 10559 河野 耕司 ｶﾜﾉ ｺｳｼﾞ 兵庫県 2:15:56.05
1124 14413 内田 仁 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ セバレイトブルー 神奈川県 2:16:14.57
1125 12441 YUN MING CHEN YUN MING CHEN Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:16:43.65
1126 13347 松本 政雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｵ 東京都 2:17:14.44
1127 12462 加藤 豊 ｶﾄｳ ﾕﾀｶ チームかね八 埼玉県 2:17:14.66
1128 15469 片桐 達也 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾂﾔ 東京都 2:17:31.64
1129 15078 上野 一也 ｳｴﾉ ｶｽﾞﾔ 静岡県 2:17:44.93
1130 14192 永本 秀男 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 埼玉県 2:17:58.55
1131 15008 平尾 智賀志 ﾋﾗｵ ﾁｶｼ ＥＱＵＩＰＥ ＡＮＡ 東京都 2:18:24.58
1132 13262 廣田 佳史 ﾋﾛﾀ ﾖｼﾌﾐ エキップＡＮＡ 神奈川県 2:18:24.91
1133 12100 根本 康夫 ﾈﾓﾄ ﾔｽｵ 茨城県 2:18:28.45
1134 12317 櫻井 英昭 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｱｷ パラダイストレイン 神奈川県 2:18:29.12
1135 13596 小田 俊泰 ｵﾀﾞ ﾄｼﾔｽ えぬびーしーしー 埼玉県 2:18:29.95
1136 12446 Jon Tamio Tanaka Jon Tamio Tanaka Ｔｏｋｙｏ Ｃｒａｎｋｓ 2:18:31.34
1137 12584 岡本 勤 ｵｶﾓﾄ ﾂﾄﾑ 辰巳会 群馬県 2:18:33.47
1138 14480 目黒 浩二 ﾒｸﾞﾛ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:19:08.02
1139 15455 茶橋 健一 ﾁｬﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁ 長野県 2:19:45.80
1140 12538 松井 佳之 ﾏﾂｲ ﾖｼﾕｷ チームジャム 群馬県 2:20:10.71
1141 8279 柚澤 義功 ﾕｻﾞﾜ ﾖｼｲｻ アエロッソ 千葉県 2:20:19.69
1142 14389 神成 知実 ｶﾝﾅﾘ ﾄﾓﾐ 神奈川県 2:20:26.24
1143 14154 伊藤 博之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 2:20:27.72
1144 12084 外山 裕一 ﾄﾔﾏ ﾕｳｲﾁ サカモト 新潟県 2:20:38.02
1145 10392 田中 龍也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ ハウスタイルズ 東京都 2:20:53.20
1146 7393 犬塚 一彦 ｲﾇﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋｺ チーム まるいち 愛知県 2:20:55.73
1147 11448 吉岡 利幸 ﾖｼｵｶ ﾄｼﾕｷ 京都府 2:21:00.17
1148 12498 岡田 弘行 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 2:21:02.98
1149 14223 深田 担 ﾌｶﾀ ﾋﾛｼ 埼玉県 2:21:09.05
1150 13553 五十澤 桂幸 ｲｻｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ 東京都 2:21:19.00
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1151 12220 立原 昇 ﾀﾁﾊﾗ ﾉﾎﾞﾙ ＥＲＩＰＯＮ 神奈川県 2:21:19.20
1152 14543 川上 真一 ｶﾜｶﾐ ｼﾝｲﾁ 栃木県 2:21:20.34
1153 14422 明比 直樹 ｱｹﾋﾞ ﾅｵｷ 津山ちゅうおう 岡山県 2:21:25.23
1154 15481 西田 真則 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 2:21:29.27
1155 11115 神保 正 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾀﾀﾞｼ エンドウ商会 神奈川県 2:21:36.00
1156 9230 中島 彰 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾗ アトミック出前迅速 大阪府 2:21:42.39
1157 15089 羽倉 明彦 ﾊｸﾞﾗ ｱｷﾋｺ 東京都 2:21:49.94
1158 11428 安東 総一郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 東京都 2:21:53.36
1159 10022 石原 敏人 ｲｼﾊﾗ ﾄｼﾋﾄ 山梨県 2:22:02.36
1160 12269 清水 伊織 ｼﾐｽﾞ ｲｵﾘ いおり歯科 東京都 2:22:03.18
1161 5612 岸 正信 ｷｼ ﾏｻﾉﾌﾞ 神奈川県 2:22:05.70
1162 14306 田中 裕介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:22:07.65
1163 15477 野呂 光春 ﾉﾛ ﾐﾂﾊﾙ 愛知県 2:22:32.46
1164 14406 松本 宏和 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ ナロー 静岡県 2:22:46.64
1165 13146 岡風呂 安伸 ｵｶﾌﾞﾛ ﾔｽﾉﾌﾞ 和歌山県 2:22:47.74
1166 14235 長田 誠 ﾅｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 広島県 2:23:06.76
1167 11197 菊地 宏 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 東京都 2:23:11.24
1168 12004 杉田 正義 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾖｼ クラブしずおかサイクル 東京都 2:23:12.91
1169 14313 清水 祐二 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ 千葉県 2:23:20.84
1170 11575 吉田 日都士 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ あかさか～ず 埼玉県 2:23:46.04
1171 14098 片岡 和哉 ｶﾀｵｶ ｶｽﾞﾔ 兵庫県 2:24:28.65
1172 14240 長井 順一 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＢＥＥＲＳ 山梨県 2:24:30.91
1173 14417 熊沢 洋治 ｸﾏｻﾞﾜ ﾖｳｼﾞ 東京都 2:24:49.74
1174 12024 広富 淳 ﾋﾛﾄﾐ ｼﾞｭﾝ 千葉県 2:24:56.79
1175 9355 渡邉 賢二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 山梨県 2:25:40.20
1176 11434 小沢 一郎 ｵｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 静岡県 2:25:41.72
1177 14044 小林 春 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 内外日東チームジャイアント 神奈川県 2:25:58.72
1178 10019 堀内 憲治 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝｼﾞ 山梨県 2:25:58.94
1179 12495 谷前 伸一 ﾀﾆﾏｴ ｼﾝｲﾁ 岡山県 2:26:12.81
1180 13082 飯田 昌彦 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 千葉県 2:26:15.91
1181 14421 宮垣 秀樹 ﾐﾔｶﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 2:26:18.78
1182 12436 TAI JOU TSENG TAI JOU TSENG Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:26:21.23
1183 14208 松本 謙司 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 和光漁狂 自転車部 東京都 2:26:35.37
1184 10424 荻野 英生 ｵｷﾞﾉ ﾋﾃﾞｵ ジャイオン 東京都 2:26:38.99
1185 9342 大久保 正道 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾐﾁ 東京都 2:26:44.84
1186 14229 古本 晃也 ﾌﾙﾓﾄ ｱｷﾔ 埼玉県 2:26:56.58
1187 8394 松浦 ひろゆき ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 2:27:11.50
1188 14282 宮下 俊吉 ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｷﾁ ビボーン 山梨県 2:27:21.75
1189 4253 久保田 紳二 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｼﾞ パパチャリクラブ 京都府 2:27:27.97
1190 11471 高澤 一巳 ﾀｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 2:27:32.16
1191 10231 大田 健二 ｵｵﾀ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:27:36.37
1192 13297 森 厚夫 ﾓﾘ ｱﾂｵ チームＰＯＰ 滋賀県 2:27:38.29
1193 15291 綱分 浩 ﾂﾅﾜｷ ﾋﾛｼ 静岡県 2:27:41.74
1194 12245 岩崎 修 ｲﾜｻｷ ｵｻﾑ 神奈川県 2:27:44.86
1195 14332 望月 勝利 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾂﾄｼ チーム茶畑 埼玉県 2:27:54.33
1196 14259 永田 正安 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾔｽ 神奈川県 2:28:02.47
1197 14331 二神 義弘 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 2:28:08.92
1198 8141 深澤 琢磨 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾏ 埼玉県 2:28:15.32
1199 11008 小畑 明彦 ｺﾊﾞﾀ ｱｷﾋｺ 東京都 2:28:20.93
1200 15585 ミラー ロバート ﾐﾗｰ ﾛﾊﾞｰﾄ 東京都 2:28:25.36
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1201 13244 永友 浩之 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛﾕｷ 山梨県 2:28:28.04
1202 12291 小笠原 のぼる ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 2:28:32.85
1203 13428 岩本 浩一 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｲﾁ 長野県 2:28:39.39
1204 11435 大野 和成 ｵｵﾉ ｶｽﾞｼｹﾞ 千葉県 2:29:03.56
1205 14221 松崎 展晃 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 2:29:04.05
1206 14105 藤本 尚広 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 千葉県 2:29:28.77
1207 11246 村上 健一 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:29:34.73
1208 11336 大石 淳盛 ｵｵｲｼ ｱﾂﾓﾘ 神奈川県 2:29:39.62
1209 9435 渡辺 宇一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳｲﾁ かぶとむし 兵庫県 2:30:00.39
1210 10341 石井 浩光 ｲｼｲ ﾋﾛﾐﾂ ＨＡＰＰＹ＿ＫＡＺＯＫＵ 埼玉県 2:30:07.49
1211 13018 松尾 寿和 ﾏﾂｵ ﾄｼｶｽﾞ 静岡県 2:30:27.36
1212 15479 中島 寛 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｼ 東京都 2:30:28.54
1213 15021 デハーン ロルフ ﾃﾞﾊｰﾝ ﾛﾙﾌ 東京クランクス 静岡県 2:30:53.52
1214 5342 倉田 正芳 ｸﾗﾀ ﾏｻﾖｼ シャイニングアークス 千葉県 2:31:08.12
1215 7120 落合 久雄 ｵﾁｱｲ ﾋｻｵ 静岡県 2:31:13.78
1216 10075 金子 稔 ｶﾈｺ ﾐﾉﾙ 走組 神奈川県 2:31:25.97
1217 11222 金子 覚 ｶﾈｺ ｻﾄﾙ エキップエーエヌエー 東京都 2:31:42.68
1218 14308 嶋倉 秀記 ｼﾏｸﾗ ﾋﾃﾞｷ 静岡県 2:31:46.88
1219 8448 八木 健二 ﾔｷﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:31:48.56
1220 15442 宇野 正浩 ｳﾉ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 2:31:53.88
1221 14124 金田 恭典 ｶﾅﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 東京都 2:32:19.44
1222 14492 大西 洋平 ｵｵﾆｼ ﾖｳﾍｲ 京都府 2:32:24.07
1223 11503 田中 利昭 ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ たまれん 神奈川県 2:32:28.85
1224 15565 鈴木 幹雄 ｽｽﾞｷ ﾐｷｵ 愛知県 2:33:01.05
1225 13505 寺 正成 ﾃﾗ ﾏｻｼｹﾞ 東京都 2:33:16.86
1226 14423 宮島 孝直 ﾐﾔｼﾏ ﾀｶﾅｵ 津山ちゅうおう 岡山県 2:34:10.65
1227 12019 杉内 伸生 ｽｷﾞｳﾁ ﾉﾌﾞｵ 東京都 2:34:43.28
1228 15325 萩原 稔 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾉﾙ 群馬県 2:34:49.00
1229 14602 近藤 典之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾕｷ 東京都 2:34:58.73
1230 10328 鈴木 材雄 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｵ 埼玉県 2:35:01.87
1231 12038 大釜 聡 ｵｵｶﾏ ｱｷﾗ 七里プロサイクリング 埼玉県 2:35:15.38
1232 14236 石井 博之 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 2:35:21.01
1233 5343 桜井 伝治 ｻｸﾗｲ ﾃﾞﾝｼﾞ シャイニングアークス 東京都 2:35:24.99
1234 12342 櫻田 良雄 ｻｸﾗﾀﾞ ﾖｼｵ チームＵＴＹ 山梨県 2:35:39.13
1235 12301 臼居 宏昭 ｳｽｲ ﾋﾛｱｷ おかしら 神奈川県 2:35:41.07
1236 15242 川羽田 勝美 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶﾂﾐ かわばた自転車 埼玉県 2:35:58.11
1237 13099 安藤 哲也 ｱﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ ＹＯＵＣＡＮ山梨 山梨県 2:36:12.09
1238 6607 坂井 一敏 ｻｶｲ ｶｽﾞﾄｼ ＭＢＪ チームＡ 神奈川県 2:37:08.18
1239 13287 堀山 克也 ﾎﾘﾔﾏ ｶﾂﾔ 静岡県 2:38:03.45
1240 13308 浜口 克宏 ﾊﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ Ｔｅａｍ Ｉｉｎｕｍａ 東京都 2:38:05.97
1241 15269 塚本 一美 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐ チーム ポルコ 茨城県 2:38:14.30
1242 14250 安本 和宏 ﾔｽﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山県 2:38:38.38
1243 10215 青木 英治 ｱｵｷ ｴｲｼﾞ バルーカ 兵庫県 2:38:50.97
1244 10322 長井 政春 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾊﾙ 東京都 2:38:52.82
1245 13467 高松 治 ﾀｶﾏﾂ ｵｻﾑ 埼玉県 2:39:00.42
1246 5389 福田 和久 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ ランタンルージュ 大阪府 2:39:02.44
1247 6518 松江 秀也 ﾏﾂｴ ﾋﾃﾞﾅﾘ たまれん 神奈川県 2:39:11.40
1248 14077 米川 隆 ﾖﾈｶﾜ ﾀｶｼ 埼玉県 2:39:15.38
1249 12204 原 秀昭 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 長野県 2:39:52.31
1250 14326 中澤 勝己 ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾂﾐ 千葉県 2:40:19.78
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1251 15072 菅原 一良 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 2:40:33.44
1252 11467 丸山 正三 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾐ 長野県 2:41:00.38
1253 14434 林 全山 LIM Chen San Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ （ＺＥＲＯ １ Ｃｙ 2:42:28.19
1254 15233 糠信 雅司 ﾇｶﾉﾌﾞ ﾏｻｼ 埼玉県 2:43:18.17
1255 15282 松田 忠明 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾀﾞｱｷ 東京都 2:43:26.79
1256 15022 保田 健二 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ パラダイス 大阪府 2:43:32.12
1257 15341 原田 悟 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄﾙ 神奈川県 2:44:20.76
1258 12431 YI MIN WU YI MIN WU Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:44:40.84
1259 12196 越智 隆 ｵﾁ ﾀｶｼ 千葉県 2:45:06.94
1260 8295 奥田 昌克 ｵｸﾀﾞ ﾏｻｶﾂ 埼玉県 2:45:16.22
1261 15603 中西 貴久 ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾋｻ 愛知県 2:45:49.81
1262 13433 藤崎 哲 ﾌｼﾞｻｷ ｻﾄﾙ 下落合自転車倶楽部 東京都 2:46:06.22
1263 14028 奥村 紀也 ｵｸﾑﾗ ﾐﾁﾔ アザレア 兵庫県 2:46:36.04
1264 14592 菱本 禎恒 ﾋｼﾓﾄ ﾖｼﾂﾈ 京都府 2:46:54.83
1265 15218 傅 大偉 FU Tai Wai Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ （ＺＥＲＯ １ Ｃｙ 2:46:58.38
1266 10039 大友 晃 ｵｵﾄﾓ ｱｷﾗ 出前迅速 大阪府 2:47:35.81
1267 15593 岩田 賢一 ｲﾜﾀ ｹﾝｲﾁ 滋賀県 2:47:54.64
1268 14273 野崎 幹人 ﾉｻﾞｷ ﾐｷﾄ 東京都 2:48:02.85
1269 14582 中井 辰也 ﾅｶｲ ﾀﾂﾔ ＪＳＣ－ＲＴ 東京都 2:48:05.88
1270 11012 兵頭 知樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 愛知県 2:48:16.91
1271 15331 能瀬 秀二 ﾉｾ ｼｭｳｼﾞ ＪＳＣレーシング 埼玉県 2:48:28.57
1272 14303 藤本 光一 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｲﾁ 神奈川県 2:48:33.85
1273 15551 加藤 秀之 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 2:49:06.60
1274 14123 長町 和俊 ﾅｶﾞﾏﾁ ｶｽﾞﾄｼ 香川県 2:49:25.88
1275 12392 近藤 賢治朗 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞﾛｳ 神奈川県 2:49:26.12
1276 5232 安達 泰之 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾕｷ コロころんカフェ 東京都 2:50:11.61
1277 15465 伊藤 裕之 ｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ チームＤ 愛知県 2:51:13.32
1278 13495 川田 望 ｶﾜﾀ ﾉｿﾞﾑ イソヤ 神奈川県 2:52:22.78
1279 15086 土肥 邦彦 ﾄﾞｲ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 2:53:00.98
1280 12152 敦賀 俊男 ﾂﾙｶﾞ ﾄｼｵ 大阪府 2:53:07.61
1281 13238 八嶋 英生 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 静岡県 2:53:21.27
1282 14435 雷 文禮 LUI Man Lai, Albert Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ （ＺＥＲＯ １ Ｃｙ 2:54:51.71
1283 15260 江藤 光 ｴﾄｳ ﾋｶﾙ 福岡県 2:54:53.08
1284 15190 出口 志智雄 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼﾁｵ チームスーパースリー 兵庫県 2:55:25.09
1285 14367 小林 修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ たまれん 神奈川県 2:55:25.59
1286 14405 鯨岡 敏夫 ｸｼﾞﾗｵｶ ﾄｼｵ 神奈川県 2:56:14.73
1287 13187 大野 隆行 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ キョーリン 栃木県 2:56:17.39
1288 15344 板垣 正人 ｲﾀｶﾞｷ ﾏｻﾋﾄ 東京都 2:56:34.55
1289 12272 西條 充洋 ｻｲｼﾞｮｳ ﾐﾁﾋﾛ 西條歯科医院 神奈川県 2:57:16.57
1290 9132 井出 隆一 ｲﾃﾞ ﾘｭｳｲﾁ 静岡県 2:57:19.09
1291 9408 田代 晃 ﾀｼﾛ ｱｷﾗ 千葉県 2:58:15.21
1292 10484 久保田 政孝 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 山梨県 2:58:38.74
1293 15394 水口 望 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾑ 兵庫県 2:59:24.59
1294 4380 上野 暢彦 ｳｴﾉ ﾉﾌﾞﾋｺ グッドチャリズム宣言 東京都 3:00:29.10
1295 14471 真壁 純一 ﾏｶﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 3:01:11.63
1296 14556 河野 正義 ｺｳﾉ ﾏｻﾖｼ 山梨県 3:03:16.16
1297 14298 塚本 英博 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾛ 東京都 3:03:24.80
1298 14093 木戸 茂貴 ｷﾄﾞ ｼｹﾞﾀｶ 群馬県 3:03:26.13
1299 15171 出田 勝也 ｲｽﾞﾀ ｶﾂﾔ シャルドネ 兵庫県 3:03:52.13
1300 15265 岡本 和美 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 三重県 3:04:50.10
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1301 15384 跡田 学 ｱﾄﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 大阪府 3:04:54.65
1302 15497 杉江 正 ｽｷﾞｴ ﾀﾀﾞｼ 東京都 3:05:11.00
1303 15398 山田 健仁 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉県 3:07:12.30
1304 12331 木村 俊一 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 3:07:25.00
1305 14573 佐藤 晋二 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 3:09:15.26
1306 15268 小松崎 勝博 ｺﾏﾂｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ チームポルコ 茨城県 3:09:30.58
1307 14493 八木下 勉 ﾔｷﾞｼﾀ ﾂﾄﾑ 山梨県 3:09:38.66
1308 13378 近藤 晴彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾋｺ ＴＥＡＭ ＫＯＮ 東京都 3:09:48.78
1309 15026 三宅 彰 ﾐﾔｹ ｱｷﾗ 神奈川県 3:09:59.66
1310 15175 藤原 健司 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 東京都 3:10:09.37
1311 15193 清水 英一 ｼﾐｽﾞ ｴｲｲﾁ 神奈川県 3:11:00.15
1312 12153 山本 敏之 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 大阪府 3:11:22.03
1313 15002 大久保 弘幸 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 3:11:58.38
1314 14393 三原 昌幸 ﾐﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 東京都 3:12:04.06
1315 15414 勝呂 明弘 ｽｸﾞﾛ ｱｷﾋﾛ 京セラ関東トライアスロン 神奈川県 3:13:25.74
1316 14216 田中 孝具 ﾀﾅｶ ﾀｶﾄﾓ ＳＯＬＩＮＺ 東京都 3:13:50.11
1317 15287 船山 茂明 ﾌﾅﾔﾏ ｼｹﾞｱｷ パラダイストレイン 静岡県 3:14:10.61
1318 12425 CHIH MING CHANG CHIH MING CHANG Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 3:16:02.06
1319 9500 内村 昭朗 ｳﾁﾑﾗ ｱｷﾛｳ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 3:17:17.94
1320 15204 川島 奈津夫 ｶﾜｼﾏ ﾅﾂｵ 神奈川県 3:18:06.44
1321 15150 岸 康之 ｷｼ ﾔｽﾕｷ 東京都 3:21:39.76
1322 14431 TSUN-TE HUANG TSUN-TE HUANG Ｔａｉｗａｎ Ｃａｔ Ｃａｖａｌｉｅｒ 3:27:34.29
1323 12394 寺田 友博 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府 3:31:00.42
1324 7054 新 敏雄 ｱﾀﾗｼ ﾄｼｵ 香川県 3:36:34.05
1325 9468 三矢 武 ﾐﾂﾔ ﾀｹｼ タマトシ 東京都 3:40:50.38
1326 10375 井上 剛正 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾏｻ 岐阜県 3:41:26.80


