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1 3359 中場 雅之 ﾅｶﾊﾞ ﾏｻﾕｷ ＢＥＥＲＳ 山梨県 1:03:10.22
2 3154 柴田 一朗 ｼﾊﾞﾀ ｲﾁﾛｳ スイフト 静岡県 1:04:02.42
3 3298 高橋 栄司 ﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾞ ビワＯＮＥ 滋賀県 1:05:54.28
4 3203 大庭 弘明 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛｱｷ ファーストバイシクル上里 埼玉県 1:06:00.65
5 3060 袴田 健 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 1:06:20.38
6 3142 渋井 友隆 ｼﾌﾞｲ ﾕﾀｶ ＣＭＪ自転車通勤者 埼玉県 1:06:48.95
7 3475 植田 勝司 ｳｴﾀﾞ ｶﾂｼ ＴＥＡＭ＿ＧＩＲＯ 千葉県 1:07:14.49
8 3127 山崎 博志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 千葉県 1:07:41.23
9 3125 川畑 康武 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾀｹ カンパニオ コウベ 兵庫県 1:07:42.98

10 3303 新井 隆司 ｱﾗｲ ﾀｶｼ 長野県 1:07:46.90
11 3166 岡 敏宏 ｵｶ ﾄｼﾋﾛ 佃ドラゴン 東京都 1:07:57.35
12 3047 吉田 勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 山下ゴム 彩北ツブラーゼ 埼玉県 1:08:03.98
13 3075 堀内 宏造 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｿﾞｳ 山岳会 大阪府 1:08:14.13
14 3635 合田 毅 ｺﾞｳﾀ ﾂﾖｼ ライトサイクル／ＲＣＣ 埼玉県 1:08:21.14
15 3423 板垣 素 ｲﾀｶﾞｷ ﾓﾄ ＰＧＢＴ 兵庫県 1:08:24.85
16 3646 釘宮 諭 ｸｷﾞﾐﾔ ｻﾄｼ 宮城県 1:08:28.28
17 3056 永井 伸明 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞｱｷ ＳＵＮＺＯＫＵ 大阪府 1:09:09.29
18 3284 河原 智彦 ｶﾜﾊﾗ ﾄﾓﾋｺ Ｔｅａｍ ＡＲＩ 神奈川県 1:09:37.05
19 4163 石山 典幸 ｲｼﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ 東大整形 ハイバイク 聖仁会 千葉県 1:09:37.52
20 3334 八鍬 耕 ﾔｸﾜ ｺｳ 埼玉県 1:09:39.65
21 3304 前川 善昭 ﾏｴｶﾜ ﾖｼｱｷ チーム輪猿・ＰＴ 栃木県 1:09:52.09
22 3270 池岸 幸伸 ｲｹｷﾞｼ ﾕｷﾉﾌﾞ ＧＴＣ 山梨県 1:10:32.18
23 3262 北沢 純 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ チームＷＡＤＡ 神奈川県 1:10:35.85
24 3313 柿沢 英樹 ｶｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:10:48.53
25 3430 倉林 純一 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 1:10:50.53
26 3295 伊達 丈二 ﾀﾞﾃ ｼﾞｮｳｼﾞ チームフィンズ 新潟県 1:10:54.97
27 3115 保坂 仁 ﾎｻｶ ｼﾞﾝ 神奈川県 1:11:05.18
28 15555 北郷 健一 ﾎﾝｺﾞｳ ｹﾝｲﾁ 富士電機 東京都 1:11:16.81
29 3280 矢島 航 ﾔｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ フカダまじりんぐ 滋賀県 1:11:30.67
30 3455 渡辺 敦史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ ジロ 千葉県 1:11:31.55
31 3244 大庭 久典 ｵｵﾆﾜ ﾋｻﾉﾘ 神奈川県 1:11:48.45
32 3506 山口 博 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ ３Ｍ Ｃｌｕｂ 東京都 1:11:48.93
33 3380 立山 照幸 ﾀﾃﾔﾏ ﾃﾙﾕｷ ＦＵＫＡＤＡマジリング 滋賀県 1:11:51.05
34 14230 市石 浩章 ｲﾁｲｼ ﾋﾛｱｷ ＷＡＫＯ’Ｓ Ｃ．Ｃ 神奈川県 1:11:52.32
35 3237 塩田 隆一 ｼｵﾀ ﾘｭｳｲﾁ ＴＨＣＲ 東京都 1:12:09.29
36 3157 瓜生 克彦 ｳﾘｭｳ ｶﾂﾋｺ 茨城県 1:12:15.45
37 6014 小岸 直樹 ｺｷﾞｼ ﾅｵｷ チームオーベスト 東京都 1:12:16.69
38 3240 金谷 伸二 ｶﾅﾀﾆ ｼﾝｼﾞ チーム ダックスフンド 岡山県 1:12:21.43
39 3364 加藤 孝一 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ ミツイキサイクル 東京都 1:12:23.74
40 3586 平中 大介 ﾋﾗﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:12:23.78
41 4045 満生 文洋 ﾐﾂｲｷ ﾌﾐﾋﾛ バイクルプラザＲ・Ｔ 東京都 1:12:39.56
42 3287 更田 博 ﾌｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都 1:12:45.65
43 4429 栗生 一男 ｸﾘﾕｳ ｶｽﾞｵ 千葉県 1:12:54.48
44 3104 野口 泰 ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ ノッタサイクル 東京都 1:12:56.79
45 3311 岩下 哲也 ｲﾜｼﾀ ﾃﾂﾔ チーム・コバリン 山梨県 1:13:06.96
46 4097 奥村 義広 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ チームＹ・Ｓａｉｃｏ 埼玉県 1:13:10.50
47 3331 橋口 聖一 ﾊｼｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ せっかちなかたつむり 東京都 1:13:12.96
48 6015 沖野 匠 ｵｷﾉ ﾀｸﾐ クラブ ロードロ 神奈川県 1:13:14.23
49 5551 伊藤 太 ｲﾄｳ ﾌﾄｼ 宮城県 1:13:19.28
50 4193 奈良 智昭 ﾅﾗ ﾄﾓｱｷ パイオニアＣＳ 埼玉県 1:13:22.16
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51 4009 鈴木 靖治 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾊﾙ チーム ヤマシゲ 愛知県 1:13:24.48
52 3397 中村 圭介 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ フラシーボ 東京都 1:13:24.56
53 5013 田代 和之 ﾀｼﾛ ｶｽﾞﾕｷ ノッタサイクル 東京都 1:13:37.95
54 3621 加藤 禎弘 ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ ＨＢＦ 東京都 1:13:40.28
55 6319 木村 達雄 ｷﾑﾗ ﾀﾂｵ ブレイカーズ 三重県 1:13:47.69
56 3411 三浦 路夫 ﾐｳﾗ ﾐﾁｵ クレイジートレイン 愛知県 1:13:56.20
57 3617 宮城島 浩之 ﾐﾔｷﾞｼﾏ ﾋﾛｼ 静岡県 1:13:59.65
58 3562 稲葉 孝史 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 1:14:11.36
59 3522 矢島 靖浩 ﾔｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ チームマサキ 神奈川県 1:14:23.32
60 3128 土屋 光城 ﾂﾁﾔ ﾐﾂｼﾛ ＶＩＶＡ雑兵 神奈川県 1:14:25.83
61 3551 吉田 稔 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ ＬｅＰｏｉｓｓｏｎＲｏｕｇｅ 京都府 1:14:26.46
62 3600 時田 幸雄 ﾄｷﾀ ﾕｷｵ Ｔｅａｍ ＡＲＩ 神奈川県 1:14:35.38
63 3042 平城 孝高 ﾋﾗｷ ﾖｼﾀｶ 埼玉県 1:14:40.43
64 4244 重南 昭次 ｼｹﾞﾅﾐ ｼｮｳｼﾞ 東京都 1:14:40.88
65 4524 櫻井 正人 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾄ ＣＯＧ越谷 埼玉県 1:14:45.49
66 5168 菅谷 大助 ｽｶﾞﾔ ﾀﾞｲｽｹ ＣＷＳ 東京都 1:14:55.10
67 5051 磯田 基治 ｲｿﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 大阪府 1:15:01.18
68 3626 諏訪 正行 ｽﾜ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 1:15:01.67
69 6193 中島 俊之 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ シクロクラブ 神奈川県 1:15:02.81
70 3259 島田 光一 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ チーム アリ 東京都 1:15:06.56
71 4226 小林 健輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｽｹ Ｃｈａｒｉ ２．０ 東京都 1:15:10.41
72 4095 櫻井 幸雄 ｻｸﾗｲ ﾕｷｵ 東京都 1:15:10.57
73 3641 倉澤 公弘 ｸﾗｻﾜ ｷﾐﾋﾛ フォルジーク 山梨県 1:15:15.74
74 3490 関口 浩基 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ＣＳＴＣ 東京都 1:15:17.70
75 6008 上田 健一朗 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:15:22.48
76 6038 対馬 忠雅 ﾂｼﾏ ﾀﾀﾞﾏｻ ＣａｌＫａｎ 埼玉県 1:15:25.35
77 3449 新見 哲也 ﾆｲﾐ ﾃﾂﾔ ＥＲＴＡ 東京都 1:15:26.02
78 5615 矢萩 智晴 ﾔﾊｷﾞ ﾄﾓﾊﾙ なるしまフレンド鶴 東京都 1:15:30.41
79 3353 立神 一樹 ﾀﾂｶﾐ ｲｯｷ シモーネ 東京都 1:15:37.32
80 4569 山野 惠一郎 ﾔﾏﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ コモアクラマテング 京都府 1:15:46.93
81 4573 松原 剛 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺﾞｳ ビーチ 東京都 1:15:50.11
82 4038 河野 章 ｺｳﾉ ｱｷﾗ ＣＭＭ 山梨県 1:15:59.12
83 4027 小澤 潤 ｵｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ ＣＲＯＳＳ山梨 山梨県 1:16:05.01
84 3491 有村 憲一 ｱﾘﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 自転車屋ＰＯＰ 神奈川県 1:16:05.30
85 5319 山野内 徹 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ アトリエフルーブ 神奈川県 1:16:10.73
86 4465 植田 利文 ｳｴﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 東京都 1:16:15.60
87 4466 竹本 康弘 ﾀｹﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 1:16:18.69
88 4139 服部 森彦 ﾊｯﾄﾘ ﾓﾘﾋｺ ＣＯＲＳＡＹＡＭＡＮＡＳＨＩ 山梨県 1:16:21.24
89 4142 市川 雄一 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｲﾁ シクロクラブ 埼玉県 1:16:25.84
90 3512 重田 健治 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 上毛レーシング 群馬県 1:16:26.28
91 3301 佐野 智則 ｻﾉ ﾄﾓﾉﾘ コルサ山梨 山梨県 1:16:27.94
92 12532 園部 秀樹 ｿﾉﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ ＳＣＣ 和歌山県 1:16:30.44
93 5064 早野 祐司 ﾊﾔﾉ ﾕｳｼﾞ ワコーズサイクリングクラブ 神奈川県 1:16:35.33
94 15182 巻木 順一 ﾏｷｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ さかたに 大阪府 1:16:36.27
95 5020 濱田 智彰 ﾊﾏﾀﾞ ﾄﾓｱｷ チーム月光 東京都 1:16:38.55
96 3575 中村 康造 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ 代々木ＲＣ 東京都 1:16:42.87
97 4359 須賀 孝夫 ｽｶ ﾀｶｵ 埼玉県 1:16:48.12
98 4638 松山 英治 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾊﾙ 東京都 1:16:53.21
99 4021 イームズ ダグラス ｲｰﾑｽﾞ ﾀﾞｸﾞﾗｽ 東京サイクルコーチ 東京都 1:17:00.23

100 5099 中山 泰宏 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 1:17:01.63
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101 7186 井上 琢己 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ チームＷＡＶＥ 岡山県 1:17:14.61
102 6010 倉田 眞秀 ｸﾗﾀ ﾏｼｭｳ 東京都 1:17:17.66
103 4119 斉藤 浩二 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:17:22.67
104 15474 渡辺 道広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁﾋﾛ 神奈川県 1:17:26.69
105 4232 杉田 透 ｽｷﾞﾀ ﾄｵﾙ 天狗党 愛知県 1:17:29.32
106 6001 小生川 勝也 ｵﾌﾞｶﾜ ｶﾂﾔ 神奈川県 1:17:32.43
107 4186 土屋 貴浩 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 1:17:36.91
108 3341 山崎 岳志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ Ｏ．Ｈ．Ｃ． 大阪府 1:17:38.10
109 3608 納冨 武則 ﾉｳﾄﾐ ﾀｹﾉﾘ ＹＯＣＣ 東京都 1:17:40.95
110 10064 稲 伸治 ｲﾈ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 1:17:44.25
111 5288 瀧口 仁 ﾀｷｸﾞﾁ ｼﾞﾝ 神奈川県 1:17:46.85
112 3480 久木村 求 ｸｷﾑﾗ ﾂﾄﾑ ぴっとレーシングチーム 愛知県 1:17:52.18
113 9061 木村 章治 ｷﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ 東京都 1:17:54.32
114 4560 西村 和浩 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ ブランカス 東京都 1:18:01.39
115 3533 中山 晃男 ﾅｶﾔﾏ ｱｷｵ コムリン 埼玉県 1:18:01.97
116 5018 齊藤 雄一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ ＴｅａｍＡＮＡ 東京都 1:18:20.47
117 5310 酒井 和幸 ｻｶｲ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 1:18:20.53
118 9289 只熊 正人 ﾀﾀﾞｸﾏ ﾏｻﾄ 神奈川県 1:18:22.97
119 4483 田村 裕 ﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ 神奈川県 1:18:25.13
120 3152 松永 直樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅｵｷ チームＹ 東京都 1:18:30.77
121 4204 清水 勝雄 ｼﾐｽﾞ ｶﾂｵ ＨＩＰＳ 東京都 1:18:34.40
122 4349 井野元 英二 ｲﾉﾓﾄ ｴｲｼﾞ オレンジ 東京都 1:18:39.59
123 5059 山崎 裕 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾀｶ 千葉県 1:18:39.88
124 4236 黒葛原 俊一 ﾂﾂﾞﾗﾊﾗ ｼｭﾝｲﾁ ＬＯＡＤＥＤ 東京都 1:18:43.97
125 6311 池田 昇 ｲｹﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 1:18:44.27
126 7387 和田 崇 ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 東京都 1:18:45.16
127 4489 川泉 孝一 ｶﾜｲｽﾞﾐ ｺｳｲﾁ サカタニ 大阪府 1:18:55.62
128 4120 樋田 京 ﾋﾀﾞ ｹｲ エキップトリオンフ 東京都 1:19:00.70
129 4261 谷藤 賢治 ﾀﾆﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ サカタレーシングクラブ 千葉県 1:19:04.07
130 10008 小石 琢也 ｺｲｼ ﾀｸﾔ 千葉県 1:19:06.88
131 4320 春名 百利也 ﾊﾙﾅ ﾓﾘﾔ はっぴいバイシクルクラブ 東京都 1:19:08.35
132 5429 上野 茂徳 ｳｴﾉ ｼｹﾞﾉﾘ 神奈川県 1:19:09.35
133 4323 大澤 良嗣 ｵｵｻﾜ ﾖｼﾂｸﾞ 丸子橋ろーどくらぶ 東京都 1:19:09.82
134 7005 石松 克基 ｲｼﾏﾂ ｶﾂｷ ＣＯＧ 東京都 1:19:12.95
135 6253 羽生田 和男 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｶｽﾞｵ １００ｍｉｌｅｓ 神奈川県 1:19:16.46
136 6453 紫藤 仁 ｼﾄｳ ﾋﾄｼ 東京都 1:19:16.59
137 5084 瀬田 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ シャークアンドライド 埼玉県 1:19:18.96
138 3318 今野 弘幸 ｺﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 駿河モンテロッソ 静岡県 1:19:22.20
139 4278 市川 淳 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 1:19:25.45
140 5139 塚越 亮一 ﾂｶｺｼ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 1:19:26.10
141 5368 五十嵐 勝 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾙ 東京都 1:19:27.83
142 3648 浅羽 秀樹 ｱｻﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ シクロクラブ 東京都 1:19:28.85
143 3310 加藤 友昭 ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ チーム・コバリン 山梨県 1:19:29.49
144 4031 島村 啓周 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛﾁｶ 神奈川県 1:19:33.01
145 4313 大場 潤一郎 ｵｵﾊﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ＳＯＬＩＮＺ 東京都 1:19:38.18
146 9397 坂井 陽文 ｻｶｲ ｷﾖﾌﾐ 長野県 1:19:39.02
147 5223 宮崎 守成 ﾐﾔｻｷ ﾓﾘﾐﾁ 京都府 1:19:40.73
148 4230 宮本 亘 ﾐﾔﾓﾄ ﾜﾀﾙ ファーストバイシクル 埼玉県 1:19:41.18
149 9226 谷澤 之彦 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾕｷﾋｺ 高電圧注意 三重県 1:19:46.01
150 6146 三宮 尚志 ｻﾝﾉﾐﾔ ﾀｶｼ 東京都 1:19:46.71
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151 14151 中田 英治 ﾅｶﾀﾞ ｴｲｼﾞ 愛知県 1:19:48.03
152 4442 坂口 光太郎 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 多摩ロードバイクネットワーク 東京都 1:19:52.14
153 4538 北峯 誠介 ｷﾀﾐﾈ ｾｲｽｹ ライズライド 東京都 1:19:52.25
154 3639 佐々木 淳 ｻｻｷ ｱﾂｼ 静岡県 1:19:55.15
155 5067 佐々木 太志 ｻｻｷ ﾌﾄｼ 千葉道場 千葉県 1:19:58.15
156 6022 吉田 真大 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ アトリエフルーブ 神奈川県 1:19:58.93
157 4194 重田 清行 ｼｹﾞﾀ ｷﾖﾕｷ 神奈川県 1:20:00.95
158 3481 森谷 忠司 ﾓﾘﾔ ﾀﾀﾞｼ チーム９００レーシング 大阪府 1:20:01.71
159 7080 田嶋 良宏 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 長野県 1:20:01.86
160 4334 山口 雄一郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ ＲＥＤＳＨＯＥＳ 神奈川県 1:20:03.75
161 6464 古田 克典 ﾌﾙﾀ ｶﾂﾉﾘ 愛知県 1:20:05.18
162 6173 井上 薫 ｲﾉｳｴ ｶｵﾙ 自転車道 井上本家 愛知県 1:20:07.78
163 3356 角橋 啓一郎 ｶｸﾊｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 大原朝市 京都府 1:20:08.17
164 5092 臼居 喜和 ｳｽｲ ﾖｼｶｽﾞ めいごん 神奈川県 1:20:23.20
165 5603 名取 真 ﾅﾄﾘ ﾏｺﾄ ＦＦ４０ 千葉県 1:20:28.38
166 4365 土本 英幸 ﾂﾁﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ パラボラ 福岡県 1:20:32.58
167 4473 奥田 裕史 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛｼ Ｔｅａｍ ＺＡＩＭＯＫＵＺＡ 神奈川県 1:20:38.34
168 8367 小嶋 剛 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｼ Ｆｌｅｃｈａ 千葉県 1:20:38.96
169 4216 土屋 義文 ﾋｼﾞﾔ ﾖｼﾌﾐ ＴＳＳＲ 神奈川県 1:20:40.29
170 5323 水越 照夫 ﾐｽﾞｺｼ ﾃﾙｵ 神奈川県 1:20:43.34
171 6574 正山 旭 ｼｮｳﾔﾏ ｱｷﾗ 東京都 1:20:46.41
172 5280 田村 秀樹 ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ チーム田村医院 東京都 1:20:47.30
173 6479 武田 鉄郎 ﾀｹﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 神奈川県 1:20:49.66
174 4587 千賀 智成 ｾﾝｶﾞ ﾄﾓﾅﾘ 小江戸ｓｏｔｔｏ 静岡県 1:20:50.50
175 4369 滝川 隆士 ﾀｷｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ チームスパイク 山梨県 1:20:51.05
176 4308 齋藤 有弘 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾋﾛ ＬＣモンテラック 千葉県 1:20:53.92
177 6402 内山 克弘 ｳﾁﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ 静岡県 1:20:58.69
178 4025 福井 久紀 ﾌｸｲ ﾋｻﾉﾘ チームＹ彩湖 東京都 1:21:00.24
179 5352 湯野川 徹 ﾕﾉｶﾜ ﾄｵﾙ アトリエ・フルーブ 神奈川県 1:21:01.13
180 3473 塚原 淳 ﾂｶﾊﾗ ｼﾞｭﾝ ヒルトップフィッツ 東京都 1:21:02.72
181 6345 田中 聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 東京都 1:21:02.96
182 3286 神田 岳 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶｼ アトランタＲＴ 東京都 1:21:09.76
183 4028 新田 輝 ﾆｯﾀ ｱｷﾗ 神奈川県 1:21:17.30
184 5304 小林 正季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ たまプラーザフェイムス 神奈川県 1:21:19.62
185 4102 堀尾 真一 ﾎﾘｵ ｼﾝｲﾁ ＫＣＲＣ 神奈川県 1:21:26.33
186 5464 佐藤 義明 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ イーエヌジー ファミリー 神奈川県 1:21:35.81
187 4499 高島 誠 ﾀｶｼﾏ ﾏｺﾄ 千葉県 1:21:36.09
188 6563 和田 一将 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ ＬＥＧＯＮ 東京都 1:21:36.19
189 4259 中井 良樹 ﾅｶｲ ﾘｮｳｷ 富山県 1:21:36.27
190 4305 平山 智 ﾋﾗﾔﾏ ｻﾄﾙ 埼玉県 1:21:36.68
191 4048 浴本 年博 ｴｷﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 広島県 1:21:36.89
192 9420 福野 天 ﾌｸﾉ ﾋﾛｼ 徳島県 1:21:45.67
193 5259 武田 秀徳 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＯＰＴ 神奈川県 1:21:47.09
194 5601 大内 貴史 ｵｵｳﾁ ﾀｶｼ ＮＳＣＣ 神奈川県 1:21:53.70
195 5599 横井 健夫 ﾖｺｲ ﾀｹｵ チームヤマシゲ 愛知県 1:21:57.01
196 8168 広川 靖夫 ﾋﾛｶﾜ ﾔｽｵ 神奈川県 1:22:00.10
197 8493 板垣 裕文 ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 栃木県 1:22:03.71
198 6278 皆川 均 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 東京都 1:22:10.61
199 8205 藤平 紀一 ﾌｼﾞﾋﾗ ﾉﾘｶｽﾞ ロコレーシング 滋賀県 1:22:10.71
200 3616 田中 啓太 ﾀﾅｶ ｹｲﾀ チーム天ケ瀬 東京都 1:22:19.97
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201 8090 永峯 猛志 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀｹｼ ＹＯＵＣＡＮ海老名 神奈川県 1:22:20.42
202 6330 赤地 一彦 ｱｶﾁ ｶｽﾞﾋｺ 栃木県 1:22:21.52
203 5450 猿田 知伸 ｻﾙﾀ ｱｷﾉﾌﾞ 埼玉県 1:22:28.31
204 4084 池田 俊一 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 1:22:33.31
205 4526 渡邊 浩将 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾏｻ 静岡県 1:22:33.96
206 4390 中込 智裕 ﾅｶｺﾞﾐ ﾄｼﾋﾛ ＣＲＯＳＳＹＡＭＡＮＡＳＨＩ 山梨県 1:22:35.20
207 7498 太田 錦光 ｵｵﾀ ｶﾈﾐﾂ 茨城県 1:22:37.85
208 6566 永尾 吉哉 ﾅｶﾞｵ ﾖｼﾅｵ チーム フォルツァ！ 栃木県 1:22:42.23
209 3093 杉本 勇二 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ チームダディ 愛知県 1:22:45.55
210 6069 宮嶋 健一 ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 1:22:45.99
211 8152 大浦 貴志 ｵｵｳﾗ ｱﾂﾕｷ チームアヴェル 大阪府 1:22:47.39
212 5504 小林 征司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ セマス新松戸 千葉県 1:22:54.57
213 4298 加藤 光俊 ｶﾄｳ ﾐﾂﾄｼ ＴＦＲ 千葉県 1:22:59.86
214 8256 宮川 誠 ﾐﾔｶﾜ ﾏｺﾄ ＰＧＢＴ 愛知県 1:23:02.29
215 11469 小原 正広 ｵﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ アトリエフルーブ 神奈川県 1:23:05.60
216 6286 住吉 秀一 ｽﾐﾖｼ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 1:23:06.59
217 6011 小島 茂芳 ｺｼﾞﾏ ｼｹﾞﾖｼ 群馬県 1:23:09.77
218 6283 日比野 晋二郎 ﾋﾋﾞﾉ ｼﾝｼﾞﾛｳ 東京都 1:23:10.75
219 5399 永田 勝久 ﾅｶﾞﾀ ｶﾂﾋｻ 京都府 1:23:17.37
220 5220 北地 晃 ｷﾀｼﾞ ｱｷﾗ ランタンルージュ 大阪府 1:23:22.81
221 5576 一柳 季与修 ﾋﾄﾂﾔﾅｷﾞ ｷﾖﾏｻ Ｂｅａｃｈ 東京都 1:23:23.55
222 7362 飯盛 満 ｲｲﾓﾘ ﾐﾂﾙ ＴＡＣＫＥ 埼玉県 1:23:26.58
223 6591 小田 光章 ｵﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 奈良県 1:23:30.07
224 7253 澁谷 潤 ｼﾌﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 愛知県 1:23:34.83
225 3580 石川 勇人 ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 駿河モンテロッソ 静岡県 1:23:35.15
226 5547 岡本 馨 ｵｶﾓﾄ ｶｵﾙ ビーワークスレーシング 東京都 1:23:35.27
227 4039 堀内 文雄 ﾎﾘｳﾁ ﾌﾐｵ レーシングサプライ 長野県 1:23:35.61
228 4131 柚木 宏友 ﾕﾉｷ ﾋﾛﾄﾓ 千葉県 1:23:36.15
229 3044 平石 健二 ﾋﾗｲｼ ｹﾝｼﾞ チームアヴェルアイアンクロー 大阪府 1:23:40.87
230 6297 武田 芳和 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ チームサミット 神奈川県 1:23:50.96
231 6604 山本 重治 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾊﾙ ＭＢＪ チームＡ 神奈川県 1:23:56.81
232 8384 村井 竜一 ﾑﾗｲ ﾘｭｳｲﾁ 栃木県 1:23:56.97
233 5443 山本 貴仁 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾄ クレイジー トレイン 愛知県 1:23:57.98
234 5199 斎藤 直 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 静岡県 1:23:59.53
235 5313 榎本 亮 ｴﾉﾓﾄ ｱｷﾗ じて吉 千葉県 1:24:00.62
236 7129 伊藤 一久 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ 静岡県 1:24:01.15
237 3563 中原 由志貴 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾀｶ ＬｅＰｏｉｓｓｏｎＲｏｕｇｅ 大阪府 1:24:06.34
238 6560 小口 剛 ｵｸﾞﾁ ﾂﾖｼ ＴＥＡＭ ＶＡＰＯＲ 東京都 1:24:08.27
239 5629 砥上 和幸 ﾄｶﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ バイクルプラザＲ・Ｔ 東京都 1:24:11.01
240 4122 宮川 正和 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 1:24:13.53
241 4258 八木沢 伸 ﾔｷﾞｻﾜ ｼﾝ 神奈川県 1:24:15.09
242 7026 堀内 昭 ﾎﾘｳﾁ ｱｷﾗ レザン 山梨県 1:24:17.19
243 6107 瀧澤 昭美 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾖｼ 埼玉県 1:24:17.67
244 6266 平石 和男 ﾋﾗｲｼ ｶｽﾞｵ １００マイルズ 埼玉県 1:24:18.42
245 5336 橋本 隆 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ 多摩にゅ 東京都 1:24:19.92
246 5195 水口 裕一郎 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 静岡県 1:24:20.04
247 5535 赤塚 輝史 ｱｶﾂｶ ﾃﾙﾌﾐ Ｔｅａｍ Ｄｒａｇｏｎ 新潟県 1:24:22.09
248 5433 田村 正 ﾀﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ チームグリーンロード 大阪府 1:24:22.34
249 4033 綿貫 聡志 ﾜﾀﾇｷ ｻﾄｼ 群馬県 1:24:22.47
250 5245 石川 晴敏 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄｼ Ｌｏｗｖａｌｕｅ＿ＡＮＧ 大阪府 1:24:23.04
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251 7148 葭安 英彰 ﾖｼﾔｽ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 1:24:24.31
252 13122 岡田 強 ｵｶﾀﾞ ﾂﾖｼ 茨城県 1:24:32.88
253 10126 小山 晃弘 ｺﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 愛知県 1:24:35.87
254 7358 千葉 浩明 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｱｷ チームＯＢ 神奈川県 1:24:39.52
255 7508 齋藤 宏明 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ あおば薬局７１１０５３０ 栃木県 1:24:40.09
256 8280 萱沼 尚貴 ｶﾔﾇﾏ ﾅｵｷ 山梨県 1:24:50.03
257 7277 平野 智昭 ﾋﾗﾉ ﾄﾓｱｷ バイクルプラザＲ・Ｔ 東京都 1:24:50.76
258 5572 小林 紀明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｱｷ ＫＣＴ 京都府 1:24:59.42
259 7058 山寺 賢 ﾔﾏﾃﾞﾗ ｹﾝ が丘愚連隊 東京都 1:24:59.77
260 7391 藤野 崇之 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶﾕｷ ＊＊チーム街路＊＊ 岩手県 1:24:59.98
261 7122 近藤 浩司 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ チームハルヒル 群馬県 1:25:00.78
262 9517 大脇 康政 ｵｵﾜｷ ﾔｽﾏｻ エンドウ商会 神奈川県 1:25:01.00
263 9318 嶋倉 直樹 ｼﾏｸﾗ ﾅｵｷ 岐阜県 1:25:01.46
264 6542 村山 康孝 ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽﾀｶ 神奈川県 1:25:02.60
265 7241 高橋 光一 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ ＣＯＣＯ－ＳＫＴ 新潟県 1:25:05.08
266 6111 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 山梨県 1:25:06.12
267 4263 箕輪 誠 ﾐﾉﾜ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:25:08.30
268 7076 新井 正 ｱﾗｲ ﾀﾀﾞｼ ＴＥＡＭ ｈｕｍａｎｏｉｄ 東京都 1:25:08.59
269 6239 海上 良太 ｳﾅｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 1:25:08.88
270 4596 山崎 伸司 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾌﾞｼ ノスモーキンス 栃木県 1:25:09.30
271 6328 石井 邦朋 ｲｼｲ ｸﾆﾄﾓ ＴＡＣＫＥ 埼玉県 1:25:11.01
272 5374 藤野 高裕 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:25:13.34
273 7289 佐藤 忠彦 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾋｺ 東京都 1:25:14.82
274 7327 小田 実 ｵﾀﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:25:15.91
275 5430 石永 明 ｲｼﾅｶﾞ ｱｷﾗ クワットリフォリオ 神奈川県 1:25:18.49
276 5275 中山 寿英 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼﾋﾃﾞ 東京都 1:25:18.67
277 7117 涌井 富士男 ﾜｸｲ ﾌｼﾞｵ ＯＮＥＷＡＹ 群馬県 1:25:20.53
278 4293 馬橋 徹 ｳﾏﾊｼ ﾄｵﾙ チーム輪猿・ＰＴ 栃木県 1:25:24.40
279 5476 長谷川 亨 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ チーム長谷川 東京都 1:25:25.69
280 7266 関戸 朋春 ｾｷﾄﾞ ﾄﾓﾊﾙ 神奈川県 1:25:32.19
281 5145 吉田 一雄 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ 東京都 1:25:34.34
282 4504 阿久澤 正 ｱｸｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 1:25:34.65
283 6378 田中 真介 ﾀﾅｶ ｼﾝｽｹ 千葉県 1:25:38.28
284 8317 能勢 謙介 ﾉｾ ｹﾝｽｹ 神奈川県 1:25:39.40
285 5033 中川 和彦 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 山梨県 1:25:39.69
286 5149 鳥越 章良 ﾄﾘｺﾞｴ ｱｷﾗ 東京都 1:25:41.07
287 5536 佐藤 由己 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 神奈川県 1:25:41.49
288 4210 日和佐 干城 ﾋﾜｻ ﾀﾃｷ 高知県 1:25:44.47
289 6333 林 秀明 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ オヤジ朝練 東京都 1:25:50.93
290 3347 佐藤 俊之 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ トップスピード 福島県 1:25:52.85
291 7355 鈴木 直人 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ チーム熔岩戦隊 神奈川県 1:25:52.94
292 6075 田辺 隆 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ ＦＢＣＡ 千葉県 1:25:53.42
293 5495 菅原 誠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ ＶＡＸ 埼玉県 1:25:53.43
294 6392 引地 秀司 ﾋｷﾁ ﾋﾃﾞｼ エスカルゴ中部 三重県 1:25:53.73
295 7118 杉森 茂雅 ｽｷﾞﾓﾘ ｼｹﾞﾏｻ 静岡県 1:25:56.47
296 10158 玉野 能弘 ﾀﾏﾉ ﾖｼﾋﾛ 東京都 1:26:03.57
297 15262 杉本 正夫 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｵ 大阪府 1:26:07.41
298 7459 小林 啓一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ ざらつ 千葉県 1:26:08.94
299 6534 中谷 順一 ﾅｶﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁ シーダブルエス 東京都 1:26:09.16
300 9368 柘植 稔久 ﾂｹﾞ ﾄｼﾋｻ 愛知県 1:26:11.31
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301 4610 望月 美徳 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾉﾘ クロス山梨 山梨県 1:26:12.01
302 5554 菊澤 貴志 ｷｸｻﾞﾜ ﾀｶｼ 撃団チャリケッタ 神奈川県 1:26:15.74
303 15094 日原 和仁 ﾋﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾄ 山梨県 1:26:16.03
304 9051 今永 恵二 ｲﾏﾅｶﾞ ｹｲｼﾞ 神奈川県 1:26:21.15
305 7222 大房 均 ｵｵﾌｻ ﾋﾄｼ 群馬県 1:26:24.36
306 4550 山崎 俊樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｷ 静岡県 1:26:25.81
307 7040 大和田 和男 ｵｵﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ チーム ニルス 茨城県 1:26:27.40
308 7180 栗原 正樹 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｷ トーキョーエスカルゴ 千葉県 1:26:28.35
309 3095 林 繁美 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾐ チームダディ 岐阜県 1:26:28.42
310 3528 深澤 夏樹 ﾌｶｻﾜ ﾅﾂｷ ＳＰＲＩＮＧＷＩＮＤ２３０ 山梨県 1:26:28.83
311 9197 加藤木 靖 ｶﾄｳｷﾞ ﾔｽｼ 神奈川県 1:26:31.07
312 5116 田村 芳隆 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾀｶ ＴＲＥＫ 兵庫県 1:26:35.98
313 15381 原田 真一 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 1:26:37.25
314 10041 宮地 秀行 ﾐﾔﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 1:26:37.52
315 6356 岡田 要平 ｵｶﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 茨城県 1:26:37.65
316 9244 金子 誠 ｶﾈｺ ﾏｺﾄ 東京都 1:26:40.86
317 7556 米倉 敦 ﾖﾈｸﾗ ｱﾂｼ インナー×ロー 千葉県 1:26:48.10
318 6405 五味 崇 ｺﾞﾐ ﾀｶｼ ミツイキサイクルＲ．Ｔ 東京都 1:26:49.02
319 4276 山本 禎尚 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋｻ Ｔｅａｍ亭主関白 大阪府 1:26:50.15
320 5303 山口 拓也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 岐阜県 1:26:52.04
321 4071 和久井 政孝 ﾜｸｲ ﾏｻﾀｶ １００ｍｉｌｅｓ 神奈川県 1:26:57.81
322 6471 北尾 雅文 ｷﾀｵ ﾏｻﾌﾐ チームＹサイコ 埼玉県 1:27:00.43
323 7591 増本 勝巳 ﾏｽﾓﾄ ｶﾂﾐ 愛媛県 1:27:01.31
324 5181 長島 宏晶 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:27:02.98
325 4285 大畠 昭彦 ｵｵﾊﾀ ｱｷﾋｺ 静岡県 1:27:05.95
326 7598 土田 義勝 ﾂﾁﾀﾞ ﾖｼｶﾂ シクロクラブ 千葉県 1:27:09.06
327 7323 相川 成周 ｱｲｶﾜ ｼｹﾞﾁｶ ワイズロード 東京都 1:27:09.57
328 7495 早野 徹 ﾊﾔﾉ ﾄｵﾙ チームアヴェル 大阪府 1:27:14.81
329 5045 松尾 義久 ﾏﾂｵ ﾁｶﾋｻ 山口県 1:27:15.48
330 8296 鈴木 和視 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾐ ＮＡＲＯ 静岡県 1:27:15.79
331 6462 宮田 正明 ﾐﾔﾀ ﾏｻｱｷ 大阪府 1:27:16.36
332 7182 梅田 英明 ｳﾒﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ＤＭＧＭＯＲＩ 三重県 1:27:16.45
333 10339 寺戸 雄一 ﾃﾗﾄﾞ ﾕｳｲﾁ 東京都 1:27:16.98
334 6282 森元 拓 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸ ＳＷ２３０ 山梨県 1:27:17.72
335 6025 近藤 祐朗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 東京都 1:27:19.73
336 13250 山中 忠博 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京都 1:27:20.14
337 5434 森尾 俊博 ﾓﾘｵ ﾄｼﾋﾛ 埼玉県 1:27:20.21
338 9550 森貞 生気 ﾓﾘｻﾀﾞ ｾｲｷ 西神戸サイクル明石 兵庫県 1:27:21.12
339 6474 深沢 寧 ﾌｶｻﾜ ﾔｽｼ 東京都 1:27:21.61
340 10436 山﨑 英臣 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵﾐ トーキョーエスカルゴ 東京都 1:27:24.29
341 7587 森本 恵司 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｼﾞ 愛知県 1:27:24.49
342 7047 近藤 秀盛 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾓﾘ 湘南浪漫 神奈川県 1:27:26.55
343 5369 中村 公宣 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐﾉﾘ 疲労ライダー 東京都 1:27:28.10
344 7027 河原 昭生 ｶﾜﾊﾗ ｱｷｵ ＴＡＩＬ ＷＩＮＤＯ 富山県 1:27:28.84
345 3547 大庭 健彦 ｵｵﾊﾞ ﾀｹﾋｺ 静岡県 1:27:31.67
346 10094 大森 浩昭 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 東京都 1:27:33.10
347 6172 大宮 正行 ｵｵﾐﾔ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 1:27:34.19
348 8390 大越 健次郎 ｵｵｺｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ ミツイキサイクル 東京都 1:27:35.21
349 7140 岩井 貴司 ｲﾜｲ ﾀｶｼ ファイヤーシャッチー 愛知県 1:27:35.31
350 6106 梅田 淳 ｳﾒﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 1:27:35.88
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351 9442 桑原 弘之 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 1:27:36.78
352 5436 川又 高幸 ｶﾜﾏﾀ ﾀｶﾕｷ 湘南浪漫 神奈川県 1:27:37.17
353 7206 森本 信一郎 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 滋賀県 1:27:38.03
354 9314 谷口 雅男 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｵ ＤＭＧＭＯＲＩ 奈良県 1:27:38.46
355 7164 石井 正樹 ｲｼｲ ﾏｻｷ 鹿島建設 埼玉県 1:27:38.47
356 8265 木川田 貴史 ｷｶﾜﾀﾞ ﾀｶｼ ペダリスト 神奈川県 1:27:40.59
357 5266 富田 高広 ﾄﾐﾀ ﾀｶﾋﾛ ｆｃｃｃ 神奈川県 1:27:45.15
358 9222 細川 広道 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾐﾁ ＢＥＡＣＨ 東京都 1:27:45.19
359 15148 瀧口 吉郎 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｼﾛｳ 東京都 1:27:45.62
360 9564 橋本 光彦 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋｺ 山梨県 1:27:46.83
361 5423 相山 貴大 ｱｲﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ ＫＥＩＨＩＮ 栃木県 1:27:49.92
362 5621 松田 洋明 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｱｷ サニーサイド 大阪府 1:27:50.34
363 11375 栩原 拓士 ﾄﾁﾊﾗ ﾀｸｼ 千葉県 1:27:51.78
364 8038 井手 秀平 ｲﾃﾞ ｼｭｳﾍｲ 東京都 1:27:52.98
365 9401 長塚 章 ﾅｶﾞﾂｶ ｱｷﾗ 青山双輪会 東京都 1:27:54.73
366 8304 高柳 攻二 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｺｳｼﾞ ＡＬＬＥＧＲＡ 神奈川県 1:27:55.40
367 8375 森 康太郎 ﾓﾘ ｺｳﾀﾛｳ ホンダ 埼玉県 1:27:57.16
368 5228 コルショウ リチャード ｺﾙｼｮｳ ﾘﾁｬｰﾄﾞ 神奈川県 1:27:57.86
369 8509 品田 浩之 ｼﾅﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ち～む釣吉 埼玉県 1:27:58.62
370 6450 平泉 勉 ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾂﾄﾑ 神奈川県 1:27:59.11
371 5543 越地 幸一 ｺｼｼﾞ ｺｳｲﾁ チーム・ウォークライド 神奈川県 1:28:00.98
372 8374 池田 慶三 ｲｹﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ アトミック出前迅速 大阪府 1:28:01.73
373 5025 西條 智彦 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾄﾓﾋｺ アトリエ・フルーブ 神奈川県 1:28:04.19
374 5187 長谷川 誠志 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｼ 東京都 1:28:07.06
375 7123 石原 祥量 ｲｼﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ ＢＥＡＣＨ 徳島県 1:28:08.57
376 7592 萩原 大介 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ ＭＩＶＲＯ 東京都 1:28:08.60
377 3420 佐藤 唯史 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 晴嵐サイクリングクラブ 埼玉県 1:28:09.71
378 11123 仲沢 正志 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ ＳＷＡＣＣＨＩ 東京都 1:28:09.91
379 7326 田村 健 ﾀﾑﾗ ﾀｹｼ ＣＡＮＮＯＮＤＡＬＥ横浜 神奈川県 1:28:10.65
380 4505 平山 英美 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾐ レザン山梨ＳＣ 山梨県 1:28:12.46
381 7205 小川 健一 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:28:12.76
382 9560 あべ木 俊一 ｱﾍﾞｷ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:28:14.96
383 7091 友田 博和 ﾄﾓﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ ＶＩＶＡＺＡＰＰＥＩ 神奈川県 1:28:17.10
384 6361 落合 茂 ｵﾁｱｲ ｼｹﾞﾙ 北風と太陽 埼玉県 1:28:18.45
385 12023 河島 貴彦 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾋｺ たかだフレンド 東京都 1:28:24.43
386 13057 若月 大和 ﾜｶﾂｷ ﾋﾛｶｽﾞ チーム尾崎 静岡県 1:28:24.61
387 5136 秦野 元秀 ﾊﾀﾉ ﾓﾄﾋﾃﾞ 神奈川県 1:28:29.51
388 7584 妹尾 典啓 ｾﾉｵ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 1:28:31.00
389 3462 佐藤 昭男 ｻﾄｳ ｱｷｵ 新橋０８４山岳部 埼玉県 1:28:34.30
390 5080 丁 毅文 ﾃｲ ｲﾑﾝ グルービー 東京都 1:28:34.47
391 8510 白井 宏一 ｼﾗｲ ｺｳｲﾁ ＰｉｎｅＨｉｌｌｓ’９０ 神奈川県 1:28:34.75
392 13436 山田 崇生 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾅﾘ チーム カレラ 神奈川県 1:28:34.93
393 6459 石田 水央 ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞｵ ハイバイク 茨城県 1:28:36.00
394 7371 庄司 貢一郎 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ チームソル 東京都 1:28:36.65
395 6004 青山 永佳 ｱｵﾔﾏ ﾅｶﾞﾖｼ 神奈川県 1:28:36.77
396 3609 加藤 昌之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 静岡県 1:28:38.10
397 8383 石塚 健一 ｲｼﾂｶ ｹﾝｲﾁ エスエムシー 茨城県 1:28:39.09
398 6221 渋澤 薫 ｼﾌﾞｻﾜ ｶｵﾙ 東京都 1:28:40.09
399 6521 川越 敏史 ｶﾜｺﾞｼ ﾄｼﾌﾐ 千葉県 1:28:41.54
400 6138 高森 清士 ﾀｶﾓﾘ ｾｲｼﾞ ＨＩＲＡＫＯｍｏｄｅ 神奈川県 1:28:41.79
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401 5301 大瀧 夏彦 ｵｵﾀｷ ﾅﾂﾋｺ コギー青葉台 神奈川県 1:28:42.30
402 9271 坂口 彰 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾗ どみぞう製作所自転車部 大阪府 1:28:43.57
403 4228 斎藤 淳 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ ＮＮ 東京都 1:28:44.76
404 13498 長谷川 英司 ﾊｾｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ 静岡県 1:28:45.05
405 5329 川崎 大祐 ｶﾜｻｷ ﾀﾞｲｽｹ たまプラーザＦＡＭＳ 神奈川県 1:28:45.59
406 7344 今村 好徳 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ ＷＦＣ 熊本県 1:28:48.58
407 4501 沢井 直己 ｻﾜｲ ﾅｵﾐ 蕎麦宗 静岡県 1:28:48.90
408 5382 西村 一秀 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 静岡県 1:28:51.07
409 8021 稲村 泰弘 ｲﾅﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 1:28:52.32
410 8511 佐々木 寛太 ｻｻｷ ｶﾝﾀ じて吉 千葉県 1:28:53.10
411 13291 佐々木 大次郎 ｻｻｷ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ ＨＩＬＬＴＯＰ ＦＩＥＴＳ 神奈川県 1:28:53.65
412 10327 高橋 章穂 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ 内房レーシング 千葉県 1:28:53.87
413 14568 早福 寿史 ｿｳﾌｸ ｽｽﾞｼ ヒルトップヒッツ 神奈川県 1:28:56.43
414 5383 秋山 幸宏 ｱｷﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ ぽっチャリ倶楽部 静岡県 1:29:00.34
415 6379 木村 哲也 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ 静岡県 1:29:01.18
416 5492 関根 忠 ｾｷﾈ ﾀﾀﾞｼ ソルレバンテ 大阪府 1:29:01.50
417 8358 田上 喜裕 ﾀﾉｶﾐ ﾖｼﾋﾛ ＴＮＹ自転車部 埼玉県 1:29:03.42
418 10512 衛藤 浩二 ｴﾄｳ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:29:06.30
419 5230 沓澤 秀樹 ｸﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ Ｔｅａｍ ＳＨＩＤＯ 東京都 1:29:07.84
420 5461 西森 潤 ﾆｼﾓﾘ ｼﾞｭﾝ チーム長谷川サンデーライド 埼玉県 1:29:08.31
421 6359 小野 貴之 ｵﾉ ﾀｶﾕｷ 専サーズ 神奈川県 1:29:08.50
422 7549 吉永 智広 ﾖｼﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ ピアチェーレヤマ 東京都 1:29:10.63
423 10109 長澤 茂仁 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｹﾞﾋﾄ ＹＯＵＣＡＮ山梨 山梨県 1:29:12.75
424 5371 星野 恒則 ﾎｼﾉ ﾂﾈﾉﾘ ＧＯＲ 東京都 1:29:13.84
425 4002 矢崎 裕章 ﾔｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ ＣＬＵＢ－ＰＫ 千葉県 1:29:15.57
426 4211 姜 昌秀 ｶﾝ ﾁｬﾝｽ シスロル 埼玉県 1:29:16.97
427 5354 中元 浩二 ﾅｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 愛知県 1:29:17.43
428 7365 小川 真一 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ オシガモＴＡＣ 千葉県 1:29:18.48
429 4455 池田 勝信 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾉﾌﾞ バタフライ 神奈川県 1:29:19.03
430 4279 松延 秀夫 ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾋﾃﾞｵ ビーチ 神奈川県 1:29:20.86
431 7169 高野 浩明 ﾀｶﾉ ﾋﾛｱｷ 長野県 1:29:22.56
432 7336 美藤 毅士 ﾋﾞﾄｳ ﾂﾖｼ まじで 神奈川県 1:29:24.14
433 5654 中村 大輔 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ チームヤマシゲ 福井県 1:29:25.67
434 8048 住谷 英明 ｽﾐﾔ ﾋﾃﾞｱｷ ＲＥＤＳＡＮＳ 群馬県 1:29:27.58
435 6436 河村 敬 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 愛知県 1:29:28.01
436 10294 江口 厚 ｴｸﾞﾁ ｱﾂｼ ＴＥＡＭ ＫＨ’ｚ 東京都 1:29:30.54
437 6360 岡 稔 ｵｶ ﾐﾉﾙ チーム山武者 神奈川県 1:29:32.86
438 7166 窪田 由二 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:29:34.47
439 8293 和田 万博 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ クストス 神奈川県 1:29:35.21
440 6524 原田 浩 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都 1:29:39.93
441 6490 山内 健一 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｲﾁ もっこす 静岡県 1:29:40.22
442 13033 武藤 慶太 ﾑﾄｳ ｹｲﾀ コマツ 石川県 1:29:42.23
443 9006 宮地 秀樹 ﾐﾔｼﾞ ﾋﾃﾞｷ ＫＡＺＥ Ｂ 愛知県 1:29:42.98
444 5257 斉藤 充宏 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 湘南ＡＣ 神奈川県 1:29:44.85
445 11151 鈴木 匡一 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｲﾁ 東京都 1:29:46.23
446 6565 西野 政晃 ﾆｼﾉ ﾏｻｱｷ 神奈川県 1:29:46.85
447 7343 田中 章博 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ ＮＡＳ川越 埼玉県 1:29:50.91
448 9417 大槻 剛志 ｵｵﾂｷ ﾀｹｼ だだだだん 埼玉県 1:29:51.41
449 5578 菅野 雄一 ｽｶﾞﾉ ﾕｳｲﾁ ＺＥＬＶＡ 東京都 1:29:53.25
450 7561 一本木 洋 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:29:53.43
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451 5287 坪口 勇次 ﾂﾎﾞｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 山梨県 1:29:54.45
451 9179 齋藤 義隆 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 茨城県 1:29:54.45
453 5256 柿原 孝典 ｶｷﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ 東京都 1:29:58.46
454 15041 宮崎 雅博 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 1:29:58.61
455 6393 高橋 政彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ チームＹ彩湖 東京都 1:30:01.58
456 9221 西沢 淳之 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾂｼ １１３ 東京都 1:30:04.03
457 5653 坪田 隆志 ﾂﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 気まぐれ猫の会 埼玉県 1:30:04.37
458 8519 栗田 和典 ｸﾘﾀ ｶﾂﾉﾘ チームアヴェル 大阪府 1:30:05.82
459 10198 山内 武志 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｼ 静岡県 1:30:07.89
460 7143 大野 学 ｵｵﾉ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 1:30:09.19
461 8476 望月 富士男 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌｼﾞｵ ＣＭＭ 山梨県 1:30:10.08
462 7580 野島 弘邦 ﾉｼﾞﾏ ﾋﾛｸﾆ フレンド商会 東京都 1:30:12.58
463 5202 保屋松 孝典 ﾎﾔﾏﾂ ﾀｶﾉﾘ 千葉県 1:30:22.34
464 6504 谷田 哲 ﾀﾆﾀﾞ ｻﾄｼ ＶＩＶＡ雑兵 神奈川県 1:30:23.43
465 7417 浦川 英樹 ｳﾗｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:30:24.76
466 5207 牛島 孝 ｳｼｼﾞﾏ ﾀｶｼ 三重県 1:30:25.00
467 4159 宇田川 岳央 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾀｹｵ ロードバイク会 埼玉県 1:30:26.12
468 5244 堀田 敏行 ﾎｯﾀ ﾄｼﾕｷ ＧＲＯＶＥ港北 神奈川県 1:30:28.37
469 7216 有路 貴浩 ｱﾘｼﾞ ﾀｶﾋﾛ ＰＲＥＧＯ 埼玉県 1:30:33.98
470 10309 笠井 正彦 ｶｻｲ ﾏｻﾋｺ 千葉県 1:30:35.09
471 6252 中島 祐一 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｲﾁ チームユー 埼玉県 1:30:36.50
472 5208 間々下 和一 ﾏﾏｼﾀ ﾜｲﾁ 静岡県 1:30:37.41
473 6472 村雲 昭功 ﾑﾗｸﾓ ｱｷﾉﾘ 感涙隊 愛知県 1:30:39.33
474 6426 中尾 真也 ﾅｶｵ ｼﾝﾔ クストス 東京都 1:30:47.77
475 6387 古谷 智 ﾌﾙﾔ ｻﾄｼ 自転車走業 神奈川県 1:30:50.04
476 7559 鈴木 秀治 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 愛知県 1:30:52.37
477 5075 京牟禮 公一 ｷｮｳﾑﾚ ｺｳｲﾁ ＦＯＳＴＥＲ 神奈川県 1:30:53.69
478 6159 主山 厚 ﾇｼﾔﾏ ｱﾂｼ 神奈川県 1:30:54.14
479 5023 鈴木 慶一 ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ ＧＲＯＶＥ宮前平 神奈川県 1:30:55.68
480 8502 大野 敏広 ｵｵﾉ ﾄｼﾋﾛ 静岡県 1:30:56.85
481 11538 仲谷 尚浩 ﾅｶﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:30:59.25
482 6235 武田 義樹 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼｷ 東京都 1:30:59.35
483 4355 辰 育夫 ﾀﾂ ｲｸｵ 埼玉県 1:31:11.86
484 6422 芳賀 正宜 ﾊｶﾞ ﾏｻﾖｼ 愛知県 1:31:13.67
485 13429 柴田 和明 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｱｷ チャリエン 福島県 1:31:15.25
486 8268 福嶋 忍 ﾌｸｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 1:31:28.60
487 6026 佐野 正明 ｻﾉ ﾏｻｱｷ インフィニティ 山梨県 1:31:29.30
488 7370 吉田 順一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 1:31:30.10
489 6531 伊藤 健 ｲﾄｳ ｹﾝ 神奈川県 1:31:30.43
490 9189 吉川 聡 ﾖｼｶﾜ ｻﾄﾙ ウォークライド 神奈川県 1:31:30.64
491 6317 本間 礼 ﾎﾝﾏ ﾏｻｼ 埼玉県 1:31:31.90
492 10069 馬場 哲郎 ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾂﾛｳ なるしまフレンド 東京都 1:31:32.88
493 11176 上村 文雄 ｶﾐﾑﾗ ﾌﾐｵ シクロクラブ 埼玉県 1:31:33.38
494 11029 島田 健二 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 滋賀県 1:31:34.70
495 5390 新開 康司 ｼﾝｶｲ ｺｳｼﾞ 東京都 1:31:37.86
496 10257 佐藤 寿夫 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 東京都 1:31:39.26
497 8457 一木 洋介 ｲﾁｷﾞ ﾖｳｽｹ オークマ 愛知県 1:31:43.06
498 12027 武井 武雄 ﾀｹｲ ﾀｹｵ 神奈川県 1:31:48.56
499 10036 渡邉 佳孝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾀｶ 東京都 1:31:50.32
500 5235 増井 桐郎 ﾏｽｲ ｷﾘｵ 東京都 1:31:54.04
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501 4324 森 昇 ﾓﾘ ﾉﾎﾞﾙ チーム拝承 神奈川県 1:32:01.36
502 7396 増田 裕 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ シクロクラブ 埼玉県 1:32:01.78
503 14412 足立 真 ｱﾀﾞﾁ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:32:03.48
504 6118 原田 康裕 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 1:32:06.68
505 10246 川口 真史 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｼ 静岡県 1:32:08.56
506 6263 高橋 雄司 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:32:11.97
507 11052 菅野 征徳 ｶﾝﾉ ﾏｻﾉﾘ セオ８２１４ 千葉県 1:32:13.76
508 13224 根岸 克行 ﾈｷﾞｼ ｶﾂﾕｷ 神奈川県 1:32:13.85
509 8175 山澤 正隆 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 千葉県 1:32:17.47
510 6201 小坂部 恵一 ｺｻｶﾍﾞ ｹｲｲﾁ ＦＬＲ 東京都 1:32:20.35
511 3169 籏野 一仁 ﾊﾀﾉ ｶｽﾞﾋﾄ 愛知県 1:32:25.61
512 7338 田下 昌夫 ﾀｼﾓ ﾏｻｵ 埼玉県 1:32:26.11
513 6354 飯田 一昭 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 静岡県 1:32:26.13
514 4395 才野 篤 ｻｲﾉ ｱﾂｼ ＭｅｇａＨｉｐｓ 滋賀県 1:32:27.38
515 8202 小池 壱秋 ｺｲｹ ｶｽﾞｱｷ 山梨県 1:32:30.04
516 5027 中島 隆行 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 輪猿ＰＴ 静岡県 1:32:32.53
517 7233 洞澤 昇 ﾎﾗｻﾜ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 1:32:37.11
518 10090 内田 剛史 ｳﾁﾀﾞ ﾂﾖｼ 東京都 1:32:43.91
519 11159 加藤 勝裕 ｶﾄｳ ｶﾂﾋﾛ ＢＭＳＣ二輪部 静岡県 1:32:44.27
520 7512 細田 信夫 ﾎｿﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ ＪＳＣレーシングチーム 栃木県 1:32:44.70
521 7224 宮下 勇人 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾔﾄ マイティー長野ＲＣ 長野県 1:32:47.68
522 7520 吉永 紀光 ﾖｼﾅｶﾞ ﾉﾘﾐﾂ スペースゼロポイント 千葉県 1:32:48.43
523 5316 山本 文彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ 東京都 1:32:49.18
524 11382 宮内 淑夫 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼｵ ＭＣＣ 長野県 1:32:49.49
525 6316 村重 成彦 ﾑﾗｼｹﾞ ﾅﾙﾋｺ 東京都 1:32:54.13
526 8180 氏家 成彰 ｳｼﾞｲｴ ﾅﾘｱｷ 神奈川県 1:32:56.67
527 10050 柴 正弘 ｼﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京女子医大自転車競技部 東京都 1:32:59.44
528 11320 岡本 泰治 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｼﾞ 神奈川県 1:32:59.56
529 6389 前田 淳一 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡県 1:33:00.72
530 5353 伊藤 孝弘 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ ＣＡＴＴＥＮＩ 東京都 1:33:02.67
531 4528 西方 秀文 ﾆｼｶﾀ ﾋﾃﾞﾌﾐ 福島県 1:33:04.00
532 6116 藤田 滋生 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞｵ ぽっチャリ倶楽部 静岡県 1:33:04.57
533 9364 水島 和幸 ﾐｽﾞｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ 新潟県 1:33:04.68
534 10569 羽部 康博 ﾊﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ フラムルージュＨ 埼玉県 1:33:12.00
535 6569 鹿角 剛二 ｶﾂﾞﾉ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:33:13.71
536 12593 島津 隆生 ｼﾏﾂﾞ ﾀｶｵ 神奈川県 1:33:19.34
537 5046 岡崎 謙 ｵｶｻﾞｷ ｹﾝ 東京都 1:33:20.59
538 7448 池上 達哉 ｲｹｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ チーム スピリット 兵庫県 1:33:21.14
539 6559 播摩 幸彦 ﾊﾘﾏ ﾕｷﾋｺ 東京都 1:33:24.37
540 8424 鈴木 克美 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾐ 茨城県 1:33:31.06
541 9467 星野 和男 ﾎｼﾉ ｶｽﾞｵ ＣＳＴ かめのこ 群馬県 1:33:36.95
542 7346 櫻澤 茂治 ｻｸﾗｻﾞﾜ ｼｹﾞﾊﾙ バイクルプラザＲＴ 東京都 1:33:38.53
543 7210 小司 博基 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛｷ 愛知県 1:33:42.48
544 7175 小寺 一幸 ｺﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾕｷ みんくる深川 東京都 1:33:42.55
545 4065 岩本 哲 ｲﾜﾓﾄ ﾄｵﾙ モンブラン 神奈川県 1:33:43.51
546 6492 伊藤 綾朗 ｲﾄｳ ｱﾔｱｷ 東京日本橋自転車倶楽部 埼玉県 1:33:44.69
547 9556 坂口 稔 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ 愛知県 1:33:45.46
548 6370 宮野 明人 ﾐﾔﾉ ｱｷﾄ 静岡県 1:33:46.20
549 8341 古家 正嗣 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾂｸﾞ ＴＴＬ 静岡県 1:33:48.50
550 5483 田崎 将利 ﾀｻｷ ﾏｻﾄｼ 東京都 1:33:55.71
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551 4314 落合 哲晴 ｵﾁｱｲ ﾃﾂﾊﾙ 東京都 1:33:57.46
552 11127 浜地 晃 ﾊﾏｼﾞ ｱｷﾗ 静岡県 1:34:01.19
553 7352 大塚 孝晴 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾊﾙ 溶岩戦隊 千葉県 1:34:02.12
554 10145 渡辺 哲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川県 1:34:02.15
555 6047 福村 雅幸 ﾌｸﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 千葉県 1:34:04.76
556 9262 植木 和浩 ｳｴｷ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 1:34:05.40
557 8286 竹上 浩明 ﾀｹｶﾞﾐ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:34:12.33
558 7018 緒方 克朗 ｵｶﾞﾀ ｶﾂｱｷ チームＦ・ＤＯＣ 神奈川県 1:34:17.45
559 5248 古川 慎一 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ 富山県 1:34:22.04
560 13024 平井 光徳 ﾋﾗｲ ﾐﾂﾉﾘ クリオス 埼玉県 1:34:24.58
561 5463 金崎 泰光 ｶﾈｻﾞｷ ﾔｽﾐﾂ ｃｌｕｂ－ｐｋ 千葉県 1:34:33.85
562 10325 牧野 勉 ﾏｷﾉ ﾄﾂﾑ ヴェルディサポ 東京都 1:34:37.02
563 10084 瀬賀 吉幸 ｾｶﾞ ﾖｼﾕｷ サカモト 新潟県 1:34:39.40
564 4169 市岡 和之 ｲﾁｵｶ ｶｽﾞﾕｷ ＳＵＩＲＡＮ４０ＣＣ 栃木県 1:34:41.54
565 5243 飯田 秀則 ｲｲﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 埼玉県 1:34:42.42
566 8504 大澤 拓司 ｵｵｻﾜ ﾀｸｼﾞ 神奈川県 1:34:42.97
567 10479 加藤 博之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:34:46.71
568 11081 渡辺 ヒロキ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 東京都 1:34:47.05
569 5651 佐藤 靖文 ｻﾄｳ ﾔｽﾌﾐ 東京都 1:34:49.70
570 4214 植松 敏博 ｳｴﾏﾂ ﾄｼﾋﾛ 蕎麦宗 静岡県 1:34:51.61
571 5180 清水 悟巳 ｼﾐｽﾞ ｻﾄﾐ ＦＦ４０ 千葉県 1:34:52.54
572 10561 林 卓巳 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ プチアスリート 群馬県 1:34:55.14
573 13515 堀 卓司 ﾎﾘ ﾀｸｼﾞ 愛知県 1:34:56.82
574 7245 萩原 雅浩 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ チームパワプロ 大阪府 1:35:05.37
575 9228 椿 哲也 ﾂﾊﾞｷ ﾃﾂﾔ 東京都 1:35:06.40
576 8359 平松 譲治 ﾋﾗﾏﾂ ｼﾞｮｳｼﾞ ライティングクラブ６ 東京都 1:35:11.49
577 7261 輿石 隆一 ｺｼｲｼ ﾘｭｳｲﾁ ベノムバタフライ 山梨県 1:35:16.35
578 12592 堤町 孝行 ﾂﾂﾐﾏﾁ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 1:35:20.29
579 7285 円居 啓史 ｴﾝｷｮ ﾋﾛﾌﾐ 埼玉県 1:35:22.36
580 7545 川島 敏行 ｶﾜｼﾏ ﾄｼﾕｷ チームちゃる 群馬県 1:35:25.22
581 13151 田原 大助 ﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:35:27.32
582 15167 山本 英二 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ グローブ鎌倉 神奈川県 1:35:29.08
583 11329 村瀬 祐二 ﾑﾗｾ ﾕｳｼﾞ ウイートグラス 東京都 1:35:29.46
584 14416 尻無濱 ヒロト ｼﾘﾅｼﾊﾏ ﾋﾛﾄ 小春日和 神奈川県 1:35:29.91
585 8468 清水 宏泰 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾔｽ ジョイカル 東京都 1:35:33.81
586 9145 今井 琢 ｲﾏｲ ﾀｸ ＳＯＬＩＮＺ 神奈川県 1:35:39.14
587 6189 伊藤 孝哉 ｲﾄｳ ﾀｶﾔ ガセリ 千葉県 1:35:41.17
588 14169 鈴木 昌弘 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 東京都 1:35:41.25
589 10165 柳澤 直久 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵﾋｻ ＰＧＢＴ 愛知県 1:35:41.39
590 5057 平岡 勝 ﾋﾗｵｶ ﾏｻﾙ 愛知県 1:35:41.48
591 10115 良本 政章 ﾘｮｳﾓﾄ ﾏｻｱｷ チーム バルカ 兵庫県 1:35:42.08
592 7228 丸山 雅己 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｼ 東京都 1:35:48.54
593 12160 鵜野 英治 ｳﾉ ｴｲｼﾞ 静岡県 1:35:52.09
594 12475 吉村 勝治 ﾖｼﾑﾗ ｶﾂｼﾞ 千葉県 1:35:55.10
595 7096 成岡 一明 ﾅﾙｵｶ ｶｽﾞｱｷ ナロー 静岡県 1:35:58.36
596 6515 有田 公策 ｱﾘﾀ ｺｳｻｸ 新潟県 1:36:00.24
597 12083 山田 善久 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 山梨県 1:36:00.36
598 14370 姫井 直之 ﾋﾒｲ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 1:36:00.79
599 8126 古谷 博行 ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:36:04.70
600 5649 今市 将人 ｲﾏｲﾁ ﾏｻﾄ 兵庫県 1:36:06.41
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601 9516 奥山 健一 ｵｸﾔﾏ ｹﾝｲﾁ エンドウ商会 神奈川県 1:36:08.72
602 7532 左右田 泰宏 ｿｳﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 1:36:09.68
603 9134 小川 金也 ｵｶﾞﾜ ｷﾝﾔ オッティモ 東京都 1:36:09.98
604 9200 仲山 隆一 ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ ＴＥＡＭＬＥＯＳ 静岡県 1:36:12.96
605 8156 藤岡 敬純 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｶｽﾐ 神奈川県 1:36:13.96
606 10254 清久 慶一 ｷﾖｸ ｹｲｲﾁ 埼玉県 1:36:14.05
607 5325 橋爪 亮太郎 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘｮｳﾀﾛｳ 湘南ＡＣ 神奈川県 1:36:17.03
608 7279 久保 巨京 ｸﾎﾞ ﾋﾛﾀｶ 東京都 1:36:17.67
609 12416 HUNG CHUAN CHANG HUNG CHUAN CHANG Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 1:36:18.81
610 7281 牧野 久巳 ﾏｷﾉ ﾋｻｼ 東京都 1:36:18.83
610 15045 牧野 繁生 ﾏｷﾉ ｼｹﾞｵ 愛知県 1:36:18.83
612 13554 宗像 興親 ﾑﾅｶﾀ ｺｳｼﾝ 千葉県 1:36:28.78
613 6074 岩崎 和志 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｼ 栃木県 1:36:31.83
614 14006 松田 光司 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ クリムゾン 東京都 1:36:31.90
615 4020 渡邊 欣晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾊﾙ 川口市自転車競技連盟 東京都 1:36:38.07
616 7187 川淵 崇 ｶﾜﾌﾞﾁ ﾀｶｼ 徳島県 1:36:41.81
617 8410 西條 康友 ｻｲｼﾞｮｳ ﾔｽﾄﾓ 大阪府 1:36:41.98
618 7456 西垣 芳幸 ﾆｼｶﾞｷ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:36:43.19
619 7488 矢島 義将 ﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾏｻ 埼玉県 1:36:43.85
620 13533 藤村 浩 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛｼ 東京都 1:36:44.37
621 6575 田中 豊 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ 山梨県 1:36:45.44
622 7594 内藤 孝 ﾅｲﾄｳ ﾀｶｼ 東京都 1:36:45.91
623 8216 児玉 和宏 ｺﾀﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ モンテラック 埼玉県 1:36:48.35
624 4443 清水野 忠 ｼﾐｽﾞﾉ ﾀﾀﾞｼ 栃木県 1:36:52.49
625 9013 青柳 達三 ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾂｿﾞｳ ＴＥＡＭまるとも園 山梨県 1:36:55.26
626 11317 庄司 大輔 ｼｮｳｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:36:56.56
627 9209 佐藤 右一 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ Ｒｏｕｔｅ１４８ 神奈川県 1:37:00.46
628 7458 米田 健一 ﾏｲﾀ ｹﾝｲﾁ 山梨県 1:37:00.70
629 10123 永橋 信隆 ﾅｶﾞﾊｼ ﾉﾌﾞﾀｶ ＷＦＣ 神奈川県 1:37:02.33
630 4134 Douglas Chuchro Douglas Chuchro 1:37:05.79
631 8399 内藤 智孝 ﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾀｶ ＣＰＦ 福岡県 1:37:09.15
632 6329 小金澤 健 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ｹﾝ 神奈川県 1:37:12.81
633 5595 大坪 真人 ｵｵﾂﾎﾞ ﾏｻﾄ 東京都 1:37:20.09
634 7007 佐藤 幸司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 山梨県 1:37:22.61
635 9492 富田 秀征 ﾄﾐﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 1:37:23.54
636 11082 森田 太志 ﾓﾘﾀ ﾌﾄｼ 東京都 1:37:23.68
637 7214 林 雅樹 ﾏｻｷ ﾊﾔｼ 浴衣レーシング 千葉県 1:37:25.15
638 11353 森重 博 ﾓﾘｼｹﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:37:26.88
639 13256 小林 法隆 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾀｶ オリジン 東京都 1:37:33.94
640 9193 宮崎 哲郎 ﾐﾔｻﾞｷ ﾃﾂｵ 愛知県 1:37:35.49
641 15157 山本 洋 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳ 福島県 1:37:41.13
642 10242 小川 篤志 ｵｶﾞﾜ ｱﾂｼ 東京都 1:37:42.37
643 5376 跡部 賢一 ｱﾄﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:37:45.20
644 7451 櫻井 敏郎 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾛｳ ペダリスト 神奈川県 1:37:48.27
645 5274 亀井 雅明 ｶﾒｲ ﾏｻｱｷ チャリエン 福島県 1:37:48.88
646 7226 川島 秀行 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 群馬県 1:37:49.28
647 10524 小島 道明 ｺｼﾞﾏ ﾐﾁｱｷ 愛知県 1:37:49.42
648 6394 國政 徹 ｸﾆﾏｻ ﾄｵﾙ 千葉県 1:37:50.24
649 7575 山岸 勝 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾙ バモス 長野県 1:37:54.75
650 5164 友部 隆志 ﾄﾓﾍﾞ ﾀｶｼ チームニルス 茨城県 1:38:04.02
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651 7133 都築 智秀 ﾂﾂﾞｷ ﾄﾓﾋﾃﾞ チームＢＭレーシング 千葉県 1:38:05.77
652 11458 岡田 豊太 ｵｶﾀﾞ ﾄﾖﾀ 神奈川県 1:38:07.43
653 5317 吉田 雅司 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ チュービ 大阪府 1:38:10.83
654 10131 平井 康昌 ﾋﾗｲ ﾔｽﾏｻ 東京都 1:38:14.03
655 7348 早川 将史 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻｼ 愛知県 1:38:14.77
656 10199 飯塚 務 ｲｲﾂﾞｶ ﾂﾄﾑ 宮ちゃん＇Ｓカフェ 千葉県 1:38:16.23
657 11507 岩本 和弘 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 1:38:16.32
658 5242 辻 成佳 ﾂｼﾞ ｼｹﾞﾖｼ ＯＵＭＥＤＯＳ 大阪府 1:38:16.40
659 5545 辻 朋之 ﾂｼﾞ ﾄﾓﾕｷ 大阪府 1:38:19.92
660 12326 江原 崇博 ｴﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 1:38:22.76
661 13573 山口 博章 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ いきものがかり１年２組 滋賀県 1:38:23.45
662 4502 門倉 良太 ｶﾄﾞｸﾗ ﾘｮｳﾀ チームベイパー 神奈川県 1:38:23.97
663 7359 中島 健次 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ うみがめ 東京都 1:38:24.60
664 8508 浜田 肇一 ﾊﾏﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 福井県 1:38:26.36
665 4642 大塚 尚吾 ｵｵﾂｶ ｼｮｳｺﾞ 東京都 1:38:27.12
666 12455 小川 和義 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ Ｋａｎｅ８ 埼玉県 1:38:27.94
667 7577 寶村 雅彦 ﾀｶﾗﾑﾗ ﾏｻﾋｺ シャカリキ 東京都 1:38:28.62
668 11333 川澄 太 ｶﾜｽﾐ ﾌﾄｼ さくラン 東京都 1:38:30.96
669 7465 石丸 裕生 ｲｼﾏﾙ ﾋﾛｵ 神奈川県 1:38:37.71
670 10576 川上 健一 ｶﾜｶﾐ ｹﾝｲﾁ 大阪府 1:38:37.97
671 11120 堂前 雅史 ﾄﾞｳﾏｴ ﾏｻｼ 東京都 1:38:40.86
672 8524 深見 拓也 ﾌｶﾐ ﾀｸﾔ ライディングクラブ６ 東京都 1:38:43.06
673 8428 岩田 友路 ｲﾜﾀ ﾄﾓﾐﾁ 千葉県 1:38:46.24
674 6533 栗田 義明 ｸﾘﾀ ﾖｼｱｷ ダイレイ 東京都 1:38:49.23
675 9532 荒木 信彦 ｱﾗｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 埼玉県 1:38:49.95
676 9046 植松 剛彦 ｳｴﾏﾂ ﾀｹﾋｺ ホットロード 静岡県 1:38:50.62
677 11079 大野 忠直 ｵｵﾉ ﾀﾀﾞﾅｵ 神奈川県 1:38:53.67
678 13526 尾田 敏幸 ｵﾀﾞ ﾄｼﾕｷ じて吉 千葉県 1:38:57.48
679 10132 青木 真一 ｱｵｷ ｼﾝｲﾁ ＯＧＧＩ 神奈川県 1:38:57.54
680 10326 小山 和宏 ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ チームエムシー 千葉県 1:39:05.80
681 11106 永嶋 隆雄 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｵ 山梨県 1:39:07.55
682 11555 岡 慎一 ｵｶ ｼﾝｲﾁ 山梨県 1:39:09.43
683 10177 丸山 光貴 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂﾀｶ 埼玉県 1:39:11.58
684 7528 大橋 康行 ｵｵﾊｼ ﾔｽﾕｷ 東京都 1:39:19.73
685 12075 齋藤 定直 ｻｲﾄｳ ｻﾀﾞﾅｵ ペルジタ 東京都 1:39:20.31
686 4595 小松 晃 ｺﾏﾂ ｱｷﾗ ノスモーキンス 栃木県 1:39:20.75
687 10186 窪田 博晃 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 山梨県 1:39:22.23
688 7466 小林 輝臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵﾐ 埼玉県 1:39:25.64
689 12457 池田 新 ｲｹﾀﾞ ｱﾗﾀ 東京都 1:39:33.06
690 5091 鈴木 直人 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ ＳＵＢＡＲＵ・Ｃ・Ｃ 東京都 1:39:35.39
691 10362 村松 洋 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｼ 山梨県 1:39:37.65
692 3325 永岡 太郎 ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾛｳ 神奈川県 1:39:40.20
693 15470 相部 啓二 ｱｲﾍﾞ ｹｲｼﾞ トレックジャパン 大阪府 1:39:42.19
694 8318 藁科 恵治 ﾜﾗｼﾅ ｹｲｼﾞ チームもちの 静岡県 1:39:42.99
695 3021 木暮 誠 ｷｸﾞﾚ ﾏｺﾄ 東京都 1:39:46.01
696 10161 大場 和好 ｵｵﾊﾞ ｶｽﾞﾖｼ 東京都 1:39:47.18
697 7053 池田 真 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ キョーリン 埼玉県 1:39:48.61
698 9008 西川 禎裕 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 高森自転車部 宮城県 1:39:51.06
699 13508 林田 佳也 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾖｼﾅﾘ １１３ 三重県 1:39:51.48
700 13123 宮田 周吾 ﾐﾔﾀ ｼｭｳｺﾞ ソルレバンテ 東京都 1:39:54.78
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701 11297 水野 仁 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾄｼ 東京都 1:39:55.71
702 10503 奥山 春樹 ｵｸﾔﾏ ﾊﾙｷ 神奈川県 1:39:59.62
703 6222 柴 唯啓 ｼﾊﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ ＺＥＲＯ ＴＯ ＴＯＰ 東京都 1:40:05.43
704 9282 田村 謙吾 ﾀﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 1:40:09.03
705 9137 近藤 精一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｲﾁﾛｳ ち～む釣吉 東京都 1:40:11.71
706 14026 吉村 公利 ﾖｼﾑﾗ ｷﾐﾄｼ 山梨県 1:40:13.10
707 5349 宇部 昌博 ｳﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 1:40:18.84
708 6208 林 達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 千葉県 1:40:19.49
709 11562 佐藤 貴之 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 山梨県 1:40:20.83
710 10570 伊藤 幸一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ ＯＧＧＩ 神奈川県 1:40:21.05
711 11552 濱西 圭介 ﾊﾏﾆｼ ｹｲｽｹ 大阪府 1:40:24.98
712 8067 池田 茂樹 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞｷ ボッシュ 神奈川県 1:40:25.59
713 7493 丸山 健一 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 1:40:30.34
714 5131 山下 英男 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｵ 山梨県 1:40:31.43
715 9540 岩田 文典 ｲﾜﾀ ﾌﾐﾉﾘ 東京都 1:40:31.48
716 7009 西岡 猛 ﾆｼｵｶ ﾀｹｼ 愛知県 1:40:34.88
717 7271 柳澤 仁 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾄｼ 神奈川県 1:40:36.45
718 6412 尾崎 憲吾 ｵｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ ＰＩＲＡＴＡ 神奈川県 1:40:36.62
719 12056 千葉 仁 ﾁﾊﾞ ｼﾞﾝ 神奈川県 1:40:37.36
720 14385 唐澤 郁夫 ｶﾗｻﾜ ｲｸｵ 東京都 1:40:38.49
721 6207 大城 隆之 ｵｵｷﾞ ﾀｶﾕｷ Ａ－ＰＡＴＣＨ 埼玉県 1:40:44.67
722 6028 杉山 明彦 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ 埼玉県 1:40:45.37
723 10170 辻 竜太郎 ﾂｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大阪府 1:40:45.99
724 5077 軒原 浩 ﾉｷﾊﾗ ﾋﾛｼ 東京都 1:40:53.03
725 12297 沢村 幸一 ｻﾜﾑﾗ ｺｳｲﾁ 埼玉県 1:40:55.06
726 11112 天野 健三 ｱﾏﾉ ｹﾝｿﾞｳ エンドウ商会 神奈川県 1:40:58.46
727 11337 内藤 和人 ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞﾄ チームＵＴＹ 山梨県 1:40:59.02
728 6573 湯谷 裕行 ﾕﾀﾞﾆ ﾋﾛﾕｷ ＴＮＹ自転車部 東京都 1:41:04.35
729 8412 鈴木 孝司 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ チーム粟レンジャー 静岡県 1:41:07.92
730 15388 菅原 健一 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｲﾁ ソラ 神奈川県 1:41:11.29
731 9398 鈴木 弘一 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 湘南 神奈川県 1:41:13.64
732 15584 福嶋 真史 ﾌｸｼﾏ ﾏｻｼ 東京都 1:41:14.23
733 5409 臼井 英明 ｳｽｲ ﾋﾃﾞｱｷ ぼちぼち 千葉県 1:41:18.34
734 5550 吉村 純一 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:41:21.82
735 11092 根本 洋志 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 1:41:24.17
736 7314 猪狩 孝 ｲｶﾞﾘ ﾀｶｼ 東京都 1:41:24.78
737 12143 松田 健一 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 1:41:24.90
738 15275 椎熊 一実 ｼｲｸﾏ ｶｽﾞﾐ 飯能連合 神奈川県 1:41:25.57
739 7310 増田 稔 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ 愛鷹ＣＣ 静岡県 1:41:27.23
740 4252 樋口 和寿 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ ｔｅａｍ Ｈｉ 奈良県 1:41:31.12
741 5276 小西 学 ｺﾆｼ ﾏﾅﾌﾞ チームＹ・彩湖 埼玉県 1:41:35.44
742 10572 山岸 博明 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛｱｷ アケボノ 神奈川県 1:41:37.35
743 8236 帯名 崇 ｵﾋﾞﾅ ﾀｶｼ 茨城県 1:41:39.29
744 7467 矢野 崇 ﾔﾉ ﾀｶｼ 千葉県 1:41:43.34
745 8565 園 憲一 ｿﾉ ｹﾝｲﾁ ＺＡＩＭＯＫＵＺＡ 神奈川県 1:41:43.58
746 10139 中村 洋志 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ ＴＥＡＭ ＥＣＵ さるちゃん 兵庫県 1:41:44.29
747 10093 大木 満 ｵｵｷ ﾐﾂﾙ 群馬県 1:41:47.78
748 7428 甲斐 秀幸 ｶｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 1:41:48.86
749 4593 郡 秀和 ｺｵﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ぱぱちゃり 奈良県 1:41:52.82
750 14016 町田 芳之 ﾏﾁﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 東京都 1:41:55.13
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751 8031 佐藤 秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ マイクロソフト 東京都 1:41:55.70
752 8144 藤本 良太 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ ペダリスト 神奈川県 1:41:57.07
753 5415 藤村 嘉智 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｼﾄｼ 東京都 1:41:57.34
754 14127 小原 研一 ｵﾊﾞﾗ ｹﾝｲﾁ 宮城県 1:42:02.42
755 10151 小菅 靖之 ｺｽｹﾞ ﾔｽﾕｷ ＮＤＫサイクル部 神奈川県 1:42:02.97
756 12238 小室 好史 ｺﾑﾛ ﾖｼﾌﾐ 長野県 1:42:03.76
757 10555 柏木 圭一郎 ｶｼﾜｷﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:42:04.14
758 15389 斎藤 彰 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ ＯＧＡ小ＰＴＡ自転車クラブ 山梨県 1:42:04.97
759 15390 秋山 謙一 ｱｷﾔﾏ ｹﾝｲﾁ ＯＧＡ小ＰＴＡ自転車クラブ 山梨県 1:42:05.01
760 11017 金井 俊憲 ｶﾅｲ ﾄｼﾉﾘ 神奈川県 1:42:18.50
761 11462 高橋 敏康 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔｽ ピスターシェ 栃木県 1:42:22.96
762 4165 市川 智博 ｲﾁｶﾜ ﾁﾋﾛ 愛知県 1:42:23.70
763 12328 新井 英隆 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾀｶ 埼玉県 1:42:24.52
764 6199 飯岡 伸泰 ｲｲｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 小田原ＮＲ 神奈川県 1:42:38.43
765 13257 掛見 泰史 ｶｹﾐ ﾔｽﾌﾐ 東京都 1:42:39.67
766 5432 木村 努 ｷﾑﾗ ﾂﾄﾑ ＧＲＯＶＥ宮前平／尾根パンレ 神奈川県 1:42:40.20
767 7368 山下 信介 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｽｹ ｃｓｔｃ 神奈川県 1:42:41.34
768 8337 出井 克幸 ｲﾃﾞｲ ｶﾂﾕｷ ＫＭ ＣＹＣＬＥ ＩＢＥＸ 神奈川県 1:42:44.41
769 7267 浅川 成男 ｱｻｶﾜ ﾅﾙｵ 神奈川県 1:42:44.71
770 4496 鮫島 亮 ｻﾒｼﾞﾏ ﾘｮｳ 串右エ門 東京都 1:42:46.96
771 14233 小池 隆 ｺｲｹ ﾀｶｼ 東京都 1:42:47.50
772 7231 菅野 秀之 ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 群馬県 1:42:48.66
773 10457 重野 英明 ｼｹﾞﾉ ﾋﾃﾞｱｷ Ｔｅａｍ ＯｃＥＡＮ！ 東京都 1:42:49.53
774 9458 白鳥 忠光 ｼﾗﾄﾘ ﾀﾀﾞﾐﾂ 水虫ペダル 埼玉県 1:42:52.64
775 6144 豊岡 亘 ﾄﾖｵｶ ﾜﾀﾙ 千葉県 1:42:58.03
776 9111 田村 敦 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ 友和会名古屋自転車部 愛知県 1:43:00.21
777 10386 須藤 亙 ｽﾄｳ ﾜﾀﾙ 群馬県 1:43:00.63
778 11085 高橋 真彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 茨城県 1:43:04.18
779 7487 有田 正和 ｱﾘﾀ ﾏｻｶｽﾞ ＬＣＦＣ 神奈川県 1:43:08.89
780 5397 樋口 幸浩 ﾋｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 1:43:12.42
781 10579 安井 研吾 ﾔｽｲ ｹﾝｺﾞ ワカバクラブ 神奈川県 1:43:17.46
782 6200 牧 賢二 ﾏｷ ｹﾝｼﾞ Ｓｗａｃｃｈｉ 千葉県 1:43:19.19
783 8442 宮野 佐哲 ﾐﾔﾉ ｻﾃﾂ 東京都 1:43:23.93
784 11414 臼井 浩 ｳｽｲ ﾋﾛｼ 長野県 1:43:28.59
785 11204 小林 馨 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 埼玉県 1:43:39.09
786 10187 服部 孝 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｼ 群馬県 1:43:42.94
787 8299 松村 潤 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 1:43:47.82
788 10058 山岸 沢人 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾜﾄ 日野自動車 東京都 1:43:50.64
789 8531 町田 順次 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京都 1:43:51.36
790 11173 武田 貴嗣 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｼ 吉野建設 山梨県 1:43:51.88
791 10577 遠藤 康二 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ おかしら 神奈川県 1:43:57.21
792 11470 西 志信 ﾆｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 石川県 1:44:02.68
793 10499 鈴木 和幸 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ ＫＯＭＡＴＳＵ 茨城県 1:44:08.39
794 15048 移川 太郎 ｳﾂｼｶﾜ ﾀﾛｳ 埼玉県 1:44:09.29
795 6538 答島 展史 ｺﾀｼﾞﾏ ﾃﾝｼ ＳＯＬＩＮＺ 東京都 1:44:10.37
796 7373 玉川 雅己 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾏｻｷ 自転車屋ライブ 京都府 1:44:12.44
797 10539 中林 朋広 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉県 1:44:27.90
798 11319 ルビン グレン ﾙﾋﾞﾝ ｸﾞﾚﾝ 東京クランクス 東京都 1:44:31.03
799 11450 織田 寛 ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ 湘南パンダ 神奈川県 1:44:33.39
800 10383 廣瀬 暁 ﾋﾛｾ ｻﾄﾙ チーム・Ｙ彩湖 埼玉県 1:44:34.78



2016/06/12 13:33:19 17 / 27 ページ Official Timer & Result By RECS

801 10140 野村 祐治 ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 日立 神奈川県 1:44:40.88
802 9128 脇本 光浩 ﾜｷﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 1:44:41.56
803 7564 相川 裕一 ｱｲｶﾜ ﾕｳｲﾁ チームもちの 静岡県 1:44:41.65
804 10510 古森 義明 ｺﾓﾘ ﾖｼｱｷ 自転車部 埼玉県 1:44:42.82
805 11559 谷田部 邦保 ﾔﾀﾍﾞ ｸﾆﾔｽ 千葉県 1:44:50.08
806 6592 藤澤 慎一郎 ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 勝来軒 東京都 1:44:57.06
807 8400 藤田 猛 ﾌｼﾞﾀ ﾀｹﾙ 新潟県 1:44:58.81
808 11517 福田 学 ﾌｸﾀﾞ ｶﾞｸ 東京都 1:44:58.93
809 13464 小橋 航 ｺﾊﾞｼ ﾜﾀﾙ ソルレバンテ 神奈川県 1:45:02.41
810 10520 齋藤 秀明 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 1:45:05.55
811 12072 伊藤 直樹 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 山梨県 1:45:06.74
812 11591 粕谷 博幸 ｶｽﾔ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:45:06.87
813 5503 水村 浩幸 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ Ｓｉｅｒｒａ 東京都 1:45:16.09
814 3433 利守 弘充 ﾄｼﾓﾘ ﾋﾛﾐﾂ チーム酒一筋 岡山県 1:45:16.32
815 8098 岡本 哲也 ｵｶﾓﾄ ﾃﾂﾔ Ｃａｆｏｎｅ 京都府 1:45:16.88
816 10395 平田 義一 ﾋﾗﾀ ﾖｼｶｽﾞ 岐阜県 1:45:16.92
817 12466 山岸 竜馬 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｭｳﾏ 愛知県 1:45:17.78
818 15133 粟飯原 光広 ｱｲﾊﾞﾗ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 1:45:18.60
819 9504 川崎 武道 ｶﾜｻｷ ﾀｹﾐﾁ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 1:45:23.49
820 14312 仲野 隆司 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ フリータイム 神奈川県 1:45:24.84
821 8364 掛下 育男 ｶｹｼﾀ ｲｸｵ 東京都 1:45:27.74
822 13326 今牧 啓二 ｲﾏﾏｷ ｹｲｼﾞ 埼玉県 1:45:35.48
823 12082 前田 英樹 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ＳＣＥＣ 神奈川県 1:45:38.25
824 10368 小池 信和 ｺｲｹ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 神奈川県 1:45:39.08
825 14238 江上 大生 ｴｶﾞﾐ ﾋﾛｷ ジャイオン 千葉県 1:45:49.54
826 9429 中村 康一郎 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 東宝自転車部 神奈川県 1:45:52.55
827 13274 柿田 耕宏 ｶｷﾀ ﾔｽﾋﾛ パラダイストレイン 静岡県 1:46:01.72
828 11053 田上 茂 ﾀｶﾞﾐ ｼｹﾞﾙ 愛知県 1:46:02.97
829 13366 村上 元昭 ﾑﾗｶﾐ ﾓﾄｱｷ 東京都 1:46:06.24
830 14340 松浦 努 ﾏﾂｳﾗ ﾂﾄﾑ 愛知県 1:46:07.04
831 9548 石田 公司 ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 滋賀県 1:46:12.10
832 8242 羽生 博明 ﾊﾆｭｳ ﾋﾛｱｷ 戸田橋６：１５ 東京都 1:46:13.90
833 6003 佐野 智昌 ｻﾉ ﾁｱｷ ぽっチャリ倶楽部 静岡県 1:46:14.28
834 11007 宮田 和文 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾌﾐ 東京都 1:46:17.06
835 13458 柳 功 ﾔﾅｷﾞ ｲｻｵ ハイブリッドロードトライブ 愛知県 1:46:21.42
836 4517 伊藤 聡史 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 東京都 1:46:32.54
837 5191 二重作 剛 ﾌﾀｴｻｸ ﾂﾖｼ 福岡県 1:46:32.77
838 4597 樋口 雄一 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ チームハイ 大阪府 1:46:33.24
839 6030 上條 正明 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｻｱｷ ベントスサポーター 東京都 1:46:35.14
840 11209 田畑 朗 ﾀﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 神奈川県 1:46:35.90
841 8001 濱名 元実 ﾊﾏﾅ ﾓﾄﾐ 東京都 1:46:39.51
842 11207 遠藤 秀則 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 新潟県 1:46:45.78
843 10521 冨岡 雅也 ﾄﾐｵｶ ﾏｻﾔ 神奈川県 1:46:46.00
844 13280 森永 健康 ﾓﾘﾅｶﾞ ｹﾝｺｳ 千葉県 1:46:51.73
845 15077 奥田 拓也 ｵｸﾀﾞ ﾀｸﾔ 神奈川県 1:46:52.16
846 9373 広瀬 清志 ﾋﾛｾ ｷﾖｼ 東京都 1:46:52.44
847 11529 荒井 隆広 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:46:52.62
848 10253 村上 祐二 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞ 静岡県 1:46:56.88
849 13380 金子 勤 ｶﾈｺ ﾂﾄﾑ 千葉県 1:47:01.51
850 9254 服部 晋 ﾊｯﾄﾘ ｽｽﾑ 戸田橋６：１５ 東京都 1:47:05.71
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851 9372 すみもと じゅんじ ｽﾐﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京都 1:47:07.05
852 4086 伊東 英之 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 静岡県 1:47:07.82
853 13009 高橋 幸一 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:47:12.70
854 12271 福田 公一 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｲﾁ 兵庫県 1:47:15.64
855 7433 石原 忠史 ｲｼﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ ＡＬＬＥＧＲＡ 神奈川県 1:47:22.97
856 8088 菅田 智文 ｽｶﾞﾀ ﾄﾓﾌﾐ チームアヴェル 神奈川県 1:47:23.30
857 5522 荒井 啓雄 ｱﾗｲ ﾋﾛｶｽﾞ 栃木県 1:47:24.21
858 11402 冨永 孝史 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶｼ 千葉県 1:47:32.33
859 7068 高橋 慶司 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ ＡＴＯ１．８ 東京都 1:47:33.47
860 7194 太田 浩司 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ ＢＳＮ 愛知県 1:47:34.60
861 7189 今井 啓登 ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ にろや 兵庫県 1:47:37.83
862 12321 寺本 英輔 ﾃﾗﾓﾄ ｴｲｽｹ 静岡県 1:47:40.98
863 10270 山内 康晴 ﾔﾏｳﾁ ﾔｽﾊﾙ Ｔｅａｍ ＨＴＲ 東京都 1:47:41.60
864 14096 堀田 光浩 ﾎﾘﾀ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 1:47:45.33
865 15192 上野 長和 ｳｴﾉ ﾅｶﾞｶｽﾞ ＴＥＡＭＪＯＹ 静岡県 1:47:48.64
866 10291 田上 稔治 ﾀｶﾞﾐ ﾄｼﾊﾙ 埼玉県 1:47:49.27
867 7290 鈴木 誠二 ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞ 神奈川県 1:47:50.91
868 10345 大高 信行 ｵｵﾀｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 1:47:52.04
869 15137 伊東 史博 ｲﾄｳ ﾌﾐﾋﾛ 愛知県 1:47:58.57
870 11383 高塚 保 ﾀｶﾂｶ ﾀﾓﾂ ヒルトップフィッツ 東京都 1:47:59.28
871 13585 藤井 雄二 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼﾞ グランペール 群馬県 1:47:59.97
872 14186 斉藤 豊永 ｻｲﾄｳ ﾄﾖﾅｶﾞ 武蔵野ＢＡＮＤＩＴ 埼玉県 1:48:01.53
873 8463 岩岸 雅浩 ｲﾜｷﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 奈良県 1:48:02.03
874 8010 奥村 憲一 ｵｸﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 1:48:07.66
875 11585 平田 良純 ﾋﾗﾀ ﾖｼｽﾞﾐ 静岡県 1:48:10.28
876 8045 丹羽 恒彦 ﾆﾜ ﾂﾈﾋｺ チームロハス大倉山 埼玉県 1:48:11.05
877 10553 荒川 隆人 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾄ 茨城県 1:48:15.19
878 7176 山岸 裕司 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｼﾞ みんくる深川 千葉県 1:48:17.37
879 8340 福島 隆 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ 茨城県 1:48:23.25
880 11129 岩口 功 ｲﾜｸﾞﾁ ｲｻｵ 東京都 1:48:27.77
881 12214 松本 良史 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 福岡県 1:48:32.85
882 9085 堀江 貴司 ﾎﾘｴ ﾀｶｼ 神奈川県 1:48:33.18
883 11512 盛 健一 ﾓﾘ ｹﾝｲﾁ （株）ブルーモリス 青森県 1:48:34.05
884 8377 木屋 純 ｷﾔ ｼﾞｭﾝ コロコロズ 神奈川県 1:48:34.51
885 10221 石田 卓士 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ アルビ大好きＲＣ 新潟県 1:48:36.60
886 9070 天坂 信靖 ｱﾏｻｶ ﾉﾌﾞﾔｽ ピアチェーレヤマ 東京都 1:48:40.41
887 12116 村瀬 達彦 ﾑﾗｾ ﾀﾂﾋｺ 神奈川県 1:48:49.63
888 12262 武内 祐二 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ ティッパーズ 神奈川県 1:48:51.22
889 5078 安原 清光 ﾔｽﾊﾗ ｷﾖﾐﾂ ＧＲＯＯＶＹ 群馬県 1:48:52.46
890 9389 山本 欣充 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾐﾁ 神奈川県 1:48:55.63
891 10482 深田 聡朗 ﾌｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 東京都 1:48:57.97
892 14012 溝口 忠 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 山梨県 1:49:02.09
893 10203 竹本 穣 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾉﾙ 愛知県 1:49:06.26
894 11341 茂木 智幸 ﾓｷﾞ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 1:49:10.29
895 13367 山本 陽介 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 千葉県 1:49:10.91
896 10089 杉中 寛之 ｽｷﾞﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 世田谷スカイ 東京都 1:49:11.51
897 11602 佐藤 大太郎 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾀﾛｳ 東京都 1:49:23.78
898 8252 佐藤 宏一 ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 甲府将棋部 山梨県 1:49:24.89
899 12334 菊永 義昭 ｷｸﾅｶﾞ ﾖｼｱｷ エムティサービス東日本 静岡県 1:49:28.16
900 5093 軒原 茂 ﾉｷﾊﾗ ｼｹﾞﾙ 東京都 1:49:33.27
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901 11108 小島 博勝 ｵｼﾞﾏ ﾋﾛｶﾂ 山梨県 1:49:40.22
902 14605 堀井 勉 ﾎﾘｲ ﾂﾄﾑ 静岡県 1:49:56.34
903 12390 山田 淳也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 曲がり隊自転車部 東京都 1:49:57.43
904 13353 野崎 恵太 ﾉｻﾞｷ ｹｲﾀ 千葉県 1:49:57.86
905 15123 山本 俊 ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 東京都 1:49:58.28
906 8545 廣澤 聡 ﾋﾛｻﾜ ｻﾄｼ チーム・ステラート 東京都 1:50:05.46
907 11191 栗坂 一弘 ｸﾘｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:50:08.21
908 9217 塩嶋 満 ｼｵｼﾞﾏ ﾐﾂﾙ 東京都 1:50:11.22
909 10316 田島 宏樹 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｷ ふじ組 大阪府 1:50:11.88
910 15379 小柳 勇 ｺﾔﾅｷﾞ ｲｻﾑ せんだい 宮城県 1:50:18.99
911 12209 山本 健 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 大野市役所自転車同好会 福井県 1:50:21.34
912 11076 水上 隆一 ﾐｽﾞｶﾐ ﾘｭｳｲﾁ 埼玉県 1:50:22.56
913 11290 野本 明弘 ﾉﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 1:50:26.53
914 12058 主井 大 ﾇｼｲ ﾋﾛ ＳＫＩチャリダーズ 三重県 1:50:27.27
915 12244 井澤 達明 ｲｻﾞﾜ ﾀﾂｱｷ 愛知県 1:50:33.84
916 8014 石塚 幸二 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ 自転車健康倶楽部 神奈川県 1:50:36.34
917 12165 山本 基晴 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾊﾙ 神奈川県 1:50:41.50
918 7106 栗田 匡和 ｸﾘﾀ ﾏｻｶｽﾞ ナロー 静岡県 1:50:42.78
919 10578 平山 直樹 ﾋﾗﾔﾏ ﾅｵｷ 東京都 1:50:42.93
920 14079 正木 俊至 ﾏｻｷ ｼｭﾝｼﾞ 長野県 1:50:43.94
921 10118 水野 英明 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｱｷ ティッパーズ 神奈川県 1:50:48.62
922 14109 船木 章太郎 ﾌﾅｷ ｼｮｳﾀﾛｳ ソルレバンテ 埼玉県 1:51:02.68
923 9528 津原 浩輝 ﾂﾊﾗ ｺｳｷ 東京都 1:51:06.38
924 9369 高柳 恵一 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｹｲｲﾁ 神奈川県 1:51:06.80
925 8273 渡邊 信太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ くまくらフレンド 静岡県 1:51:09.38
926 10410 野口 信晶 ﾉｸﾞﾁ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 1:51:12.76
927 15106 寺西 朗平 ﾃﾗﾆｼ ｱｷﾅﾘ 東京都 1:51:16.07
928 3032 内山 祥章 ｳﾁﾔﾏ ﾖｼｱｷ 埼玉県 1:51:18.20
929 7162 上野 哲 ｳｴﾉ ｻﾄﾙ チームベッキー 神奈川県 1:51:21.73
930 12043 下山 到 ｼﾓﾔﾏ ｲﾀﾙ 千葉県 1:51:26.13
931 7297 斉藤 祐嗣 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 愛知県 1:51:26.86
932 10097 森谷 幸司 ﾓﾘﾔ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:51:28.70
933 10129 楡木 成人 ﾆﾚｷ ﾅﾙﾋﾄ 千葉県 1:51:29.06
934 14327 横倉 俊之 ﾖｺｸﾗ ﾄｼﾕｷ 山梨県 1:51:32.80
935 10286 きたがわ ゆうぞう ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｿﾞｳ シクロクラブ 神奈川県 1:51:39.45
936 10037 三宅 秀典 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＥｑｕｉｐｅＴｒｉｏｍｐｈｅ 神奈川県 1:51:43.40
937 5214 永井 琢磨 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ 東京都 1:51:46.09
938 7525 宮本 昌典 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 草津温泉自転車青年部 群馬県 1:51:47.52
939 9384 密田 明 ﾐﾂﾀﾞ ｱｷﾗ ＳＯＬＩＮＺ 東京都 1:51:52.02
940 8070 柴田 巧 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ ７０６９ｅｒｓ 神奈川県 1:51:52.85
941 10367 島倉 正博 ｼﾏｸﾗ ﾏｻﾋﾛ Ｙ’ｓＰｒｏ 神奈川県 1:51:55.73
942 13283 中川 雅之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ ＭＳＮＥＴ 東京都 1:52:06.06
943 13391 石田 誠士 ｲｼﾀﾞ ｾｲｼﾞ 神奈川県 1:52:08.56
944 12489 永山 博隆 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 千葉県 1:52:10.88
945 10593 安元 隆 ﾔｽﾓﾄ ﾀｶｼ 山梨県 1:52:13.11
946 12401 中村 誠治 ﾅｶﾑﾗ ｾｲｼﾞ 長野県 1:52:13.31
947 7125 荒船 照雄 ｱﾗﾌﾈ ﾃﾙｵ 千葉県 1:52:16.36
948 7383 青木 健吾 ｱｵｷ ｹﾝｺﾞ ハルヒル 群馬県 1:52:17.89
949 5451 青木 明弘 ｱｵｷ ｱｷﾋﾛ ぼちぼち 千葉県 1:52:21.52
950 9288 五十嵐 英貴 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾃﾞﾀｶ コブラ会 大阪府 1:52:25.05
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951 12356 池田 恒造 ｲｹﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ チーム フォルツァ！！ 神奈川県 1:52:25.67
952 14496 山崎 隆史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 埼玉県 1:52:33.37
953 11182 八神 範明 ﾔｶﾞﾐ ﾉﾘｱｷ 愛知県 1:52:33.66
954 14107 加瀬 祥一郎 ｶｾ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:52:36.56
955 11484 佐藤 之信 ｻﾄｳ ﾕｷﾉﾌﾞ Ｔｅａｍじて吉 千葉県 1:52:44.09
956 8133 渕野 由裕 ﾌﾁﾉ ﾖｼﾋﾛ ミミポルチ 東京都 1:52:45.10
957 10507 小楠 健吾 ｵｸﾞｽ ｹﾝｺﾞ 千葉県 1:52:47.18
958 10163 三小田 修 ﾐｺﾀﾞ ｵｻﾑ 埼玉県 1:52:47.70
959 13226 長沼 努 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾂﾄﾑ ＴＡＮＡＫＡ ＣＯＲＲＥＲＥ 神奈川県 1:52:54.37
960 7293 小野田 太 ｵﾉﾀﾞ ﾌﾄｼ ざらつ 東京都 1:53:05.62
961 14156 渡邊 孝宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ ラブフォーティーズ 東京都 1:53:09.76
962 4203 友森 司朗 ﾄﾓﾓﾘ ｼﾛｳ 千葉県 1:53:10.02
963 13251 長島 康寿之 ﾅｶﾞｼﾏ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 1:53:23.72
964 5344 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ シャイニングアークス 神奈川県 1:53:24.50
965 14510 外輪 千明 ｿﾄﾜ ﾁｱｷ エキップ・ソトワール 神奈川県 1:53:36.04
966 11228 小出 圭一 ｺｲﾃﾞ ｹｲｲﾁ 埼玉県 1:53:40.41
967 11335 Ｐｉｅｒｉｔｚ Ｄｅｔｌｅｆ ﾋﾟｴﾘｯﾂ ﾃﾞﾄﾚﾌ 和光漁狂自転車部 東京都 1:53:40.62
968 8501 福田 正典 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 群馬県 1:53:40.98
969 12459 寺井 義典 ﾃﾗｲ ﾖｼﾉﾘ ＯＮＹＯＮＥ 新潟県 1:53:42.30
970 6246 吉村 景保 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾔｽ 大阪府 1:53:48.47
971 12054 湯浅 大 ﾕｱｻ ﾀﾞｲ 東京都 1:53:48.99
972 10207 森山 剛吏 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｹｼ コロころんカフェ 埼玉県 1:53:49.73
973 12258 若林 光行 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾕｷ 神奈川県 1:53:55.74
974 9495 大須賀 秀禎 ｵｵｽｶﾞ ﾋﾃﾞｻﾀﾞ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 1:53:56.22
975 9044 青沼 茂樹 ｱｵﾇﾏ ｼｹﾞｷ ＦＩＮＥＴ 山梨県 1:54:07.77
976 10191 佐藤 重 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ ティッパーズ 神奈川県 1:54:17.60
977 14197 本橋 直樹 ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｷ 神奈川県 1:54:18.20
978 13276 高橋 秀典 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川県 1:54:26.24
979 9531 堀川 昌弘 ﾎﾘｶﾜ ﾏｻﾋﾛ チームアトミック出前迅速 大阪府 1:54:28.60
980 12310 上田 宗行 ｳｴﾀﾞ ﾑﾈﾕｷ 東京都 1:54:32.02
981 10185 藤田 真也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾔ ＯＴＴＯ 千葉県 1:54:48.19
982 15207 大澤 正 ｵｵｻﾜ ﾏｻｼ ミブロ 東京都 1:54:50.49
983 8432 神保 武久 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾀｹﾋｻ 東京都 1:54:52.36
984 12182 萩原 正義 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 1:54:54.79
985 15598 青木 一郎 ｱｵｷ ｲﾁﾛｳ 東京都 1:54:58.32
986 11223 松田 晃一 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｲﾁ ＫＩＩ－Ｃｒａｆｔ 山梨県 1:55:02.60
987 11560 天田 正 ｱﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 群馬県 1:55:03.72
988 6080 今村 純一 ｲﾏﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:55:15.19
989 12274 藤林 弘一郎 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁﾛｳ ＳＯＬＩＮＺ 東京都 1:55:15.32
990 14015 根岸 伴近 ﾈｷﾞｼ ﾄﾓﾁｶ 千葉県 1:55:22.42
991 9225 熊本 史雄 ｸﾏﾓﾄ ﾌﾐｵ スクアドラ スタンベッチ 東京都 1:55:23.23
992 3273 安藤 豊 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾀｶ 愛知県 1:55:32.68
993 14410 前田 昌峰 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾐﾈ 千葉県 1:55:36.42
994 7246 森 健夫 ﾓﾘ ﾀｹｵ ＮＮ 東京都 1:55:45.55
995 15526 菊池 裕一 ｷｸﾁ ﾕｳｲﾁ 東京都 1:55:49.91
996 10387 中山 明 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ 三重県 1:55:52.76
997 8555 田中 尚義 ﾀﾅｶ ﾀｶﾖｼ 兵庫県 1:56:02.82
998 10256 山口 純一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 1:56:03.31
999 12542 田巻 加寿夫 ﾀﾏｷ ｶｽﾞｵ 新潟県 1:56:06.34

1000 13203 秋山 洋 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｼ 千葉県 1:56:09.99
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1001 10318 鎌田 和秀 ｶﾏﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 静岡県 1:56:12.60
1002 11323 柴田 圭二 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｼﾞ 静岡県 1:56:14.69
1003 7509 小山 牧朗 ｵﾔﾏ ﾏｷｵ ボッシュ 神奈川県 1:56:20.40
1004 11398 柳 博仁 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾋﾄ 石川県 1:56:20.72
1005 12521 木村 直樹 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 大阪府 1:56:25.26
1006 8200 下田 陽之 ｼﾓﾀﾞ ﾖｳｼﾞ ゆるサイ倶楽部 東京都 1:56:34.56
1007 13374 荒砂 尚樹 ｱﾗｽﾅ ﾅｵｷ プルスウルトラ 愛知県 1:56:36.63
1008 12267 川島 進 ｶﾜｼﾏ ｽｽﾑ チーム美里 千葉県 1:56:37.17
1009 14226 佐久間 博 ｻｸﾏ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:56:49.30
1010 14242 伊藤 宏之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:56:50.00
1011 12420 CHEN FU WENG CHEN FU WENG Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 1:56:52.60
1012 13124 内田 英寿 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 静岡県 1:56:56.07
1013 6557 木野 幸治 ｷﾉ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:57:01.22
1014 8249 田代 宗 ﾀｼﾛ ﾊｼﾞﾒ 栃木県 1:57:08.86
1015 15168 宮下 祐一 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｲﾁ エキップ・ソトワール 東京都 1:57:18.93
1016 13237 植田 哲弘 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 1:57:23.67
1017 14142 田中 佑幸 ﾀﾅｶ ﾕｳｺｳ チームＵＫ 山梨県 1:57:27.89
1018 10380 穂積 一志 ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾄｼ 神奈川県 1:57:30.14
1019 5393 堀川 誠 ﾎﾘｶﾜ ﾏｺﾄ モノノフ自転車部 長野県 1:57:31.72
1020 13602 楠居 且規 ｸｽｲ ｶﾂﾉﾘ フォスターＲＣ 東京都 1:57:45.36
1021 14572 鈴木 陽二郎 ｽｽﾞｷ ﾖｳｼﾞﾛｳ チーム小輪爺 東京都 1:57:45.68
1022 15187 山岡 徹也 ﾔﾏｵｶ ﾃﾂﾔ 大阪府 1:57:47.23
1023 13488 芝 正浩 ｼﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:57:53.14
1024 9329 古山 達雄 ﾌﾙﾔﾏ ﾀﾂｵ かんぽ生命自転車部 兵庫県 1:57:53.99
1025 14136 加藤 豪作 ｶﾄｳ ｴｲｻｸ 東京都 1:57:54.03
1026 15049 釜 秀樹 ｶﾏ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:58:11.67
1027 15258 中村 剛 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 東京都 1:58:20.68
1028 12600 三根 芳文 ﾐﾈ ﾖｼﾌﾐ グローブ 神奈川県 1:58:24.87
1029 15417 山本 守 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾓﾙ 東京都 1:58:24.93
1030 9312 新井 直克 ｱﾗｲ ﾅｵｶﾂ 静岡県 1:58:26.67
1031 12249 荻野目 弘 ｵｷﾞﾉﾒ ﾋﾛｼ バイセオ川口 埼玉県 1:58:28.45
1032 12168 土屋 隆彦 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋｺ 静岡県 1:58:39.98
1033 11257 小山 義則 ｺﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ テックスポーツカミハギ 千葉県 1:58:42.33
1034 13471 土性 教昭 ﾄﾞｼｮｳ ﾉﾘｱｷ 三重県 1:58:45.34
1035 13576 伊藤 勲 ｲﾄｳ ｲｻｵ 埼玉県 1:58:47.25
1036 13019 村田 佳寛 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾋﾛ 東京都 1:58:50.81
1037 11577 内野 昌史 ｳﾁﾉ ﾏｻﾋﾄ バウンス 埼玉県 1:58:52.38
1038 12572 中尾 尚之 ﾅｶｵ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 1:58:54.74
1039 12533 石川 淳夫 ｲｼｶﾜ ｱﾂｵ 埼玉県 1:58:57.99
1040 13119 法邑 敏幸 ﾎｳﾑﾗ ﾄｼﾕｷ ＳＣＣ 埼玉県 1:59:07.18
1041 11511 黒川 光輝 ｸﾛｶﾜ ﾐﾂﾃﾙ この一杯のために 東京都 1:59:09.45
1042 12376 長谷川 和信 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 山梨県 1:59:29.40
1043 12011 藤村 等 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾄｼ チームかねハチ 埼玉県 1:59:35.20
1044 12442 曾 偉勝 TSANG Wai Sing Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ （ＺＥＲＯ １ Ｃｙ 1:59:35.78
1045 5564 岩森 滋 ｲﾜﾓﾘ ｼｹﾞﾙ 親方 東京都 1:59:40.63
1046 14161 安田 徹 ﾔｽﾀﾞ ﾄｵﾙ 千葉県 1:59:47.62
1047 15537 松下 敏人 ﾏﾂｼﾀ ﾄｼﾋﾄ 東京スレート 東京都 1:59:54.50
1048 4057 松島 秀幸 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ ファーストバイクス 東京都 1:59:57.91
1049 13395 辻村 靖裕 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 2:00:01.10
1050 9216 田中 博数 ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 2:00:08.18
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1051 6406 鈴木 英紀 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県 2:00:18.73
1052 11296 澤田 勝 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾙ 埼玉県 2:00:20.17
1053 9110 河野 正二郎 ｺｳﾉ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 新生銀行自転車部 東京都 2:00:25.02
1054 11557 池田 貴也 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾔ オルテマジーノ 千葉県 2:00:34.57
1055 14403 丸山 英毅 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:00:46.67
1056 13335 枝野 寛 ｴﾀﾞﾉ ﾋﾛｼ 東京都 2:00:47.91
1057 12357 後藤 拓司 ｺﾞﾄｳ ﾀｸｼﾞ 神奈川県 2:01:08.57
1058 5234 石川 哲也 ｲｼｶﾜ ﾃﾂﾔ 大阪府 2:01:10.77
1059 12324 高橋 勝哉 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ ぼてぽた 愛知県 2:01:19.32
1060 12355 秋山 哲也 ｱｷﾔﾏ ﾃﾂﾔ 長野県 2:01:22.58
1061 13440 坂田 亮介 ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ ＳＣＣ 和歌山県 2:01:33.79
1062 13403 衣川 修平 ｷﾇｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 福島県 2:01:34.18
1063 14066 千葉 雄一 ﾁﾊﾞ ﾕｳｲﾁ 宮城県 2:01:54.91
1064 12312 岩佐 浩次 ｲﾜｻ ｺｳｼﾞ ＵＰＲＩＧＨＴ 東京都 2:02:03.15
1065 11345 石田 直紀 ｲｼﾀﾞ ﾅｵｷ チーム茶畑 埼玉県 2:02:03.64
1066 15177 アカガミ ヒロシ ｱｶｶﾞﾐ ﾋﾛｼ 東京都 2:02:14.95
1067 12042 牧内 真一郎 ﾏｷｳﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ ＵＳＣＣ 千葉県 2:02:28.50
1068 7521 釘本 俊之 ｸｷﾞﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 千葉県 2:02:33.89
1069 14433 蔡 雄偉 CHOY Hung Wai Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ （ＺＥＲＯ １ Ｃｙ 2:02:36.93
1070 13466 夏目 忠重 ﾅﾂﾒ ﾀﾀﾞｼｹﾞ 静岡県 2:02:45.83
1071 15188 中条 俊士 ﾅｶｼﾞｮｳ ｼｭﾝｼﾞ スーパースリー 兵庫県 2:02:46.93
1072 10445 長岡 成 ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾉﾙ 神奈川県 2:02:49.23
1073 15583 田中 賢一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 東京都 2:03:17.17
1074 12263 妹尾 一夫 ｾﾉｵ ｶｽﾞｵ オリジン 東京都 2:03:18.17
1075 15377 山川 健 ﾔﾏｶﾜ ﾀｹｼ チームかぎしっぽ 神奈川県 2:03:18.97
1076 15411 湯浅 浩治 ﾕｱｻ ｺｳｼﾞ 千葉県 2:03:26.09
1077 12195 藤澤 洋介 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｳｽｹ 東京都 2:03:28.93
1078 13514 山田 純史 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 山梨県 2:03:32.60
1079 12343 佐藤 行夫 ｻﾄｳ ﾕｷｵ チームフラミンゴ 埼玉県 2:03:34.39
1080 13516 高橋 修二 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 2:03:41.17
1081 12063 竹内 照 ﾀｹｳﾁ ｱｷﾗ 長野県 2:03:46.71
1082 12463 渡辺 浩世 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ マウンテンプリースト 埼玉県 2:03:48.00
1083 6024 門田 剛 ｶﾄﾞﾀ ﾂﾖｼ 埼玉県 2:03:49.53
1084 6418 山崎 充雄 ﾔﾏｻｷ ﾐﾂｵ 東京都 2:03:51.27
1085 8505 田中 政男 ﾀﾅｶ ﾏｻｵ 東京都 2:04:08.18
1086 15020 大木 達也 ｵｵｷﾞ ﾀﾂﾔ 宮城県 2:04:15.21
1087 11185 牛田 良仁 ｳｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 東京都 2:04:23.04
1088 8194 廣瀬 資郎 ﾋﾛｾ ｼﾛｳ 多摩ポタ 東京都 2:04:25.47
1089 7538 加藤 泰士 ｶﾄｳ ﾔｽｼ チームスピリット 兵庫県 2:04:30.73
1090 13116 丸橋 啓 ﾏﾙﾊｼ ｹｲ 神奈川県 2:04:36.58
1091 13176 岸見 博 ｷｼﾐ ﾋﾛｼ 東京都 2:04:54.39
1092 11304 西田 博一 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ サイクロプス 兵庫県 2:05:12.15
1093 13375 西 隆司 ﾆｼ ﾘｭｳｼﾞ 埼玉県 2:05:16.01
1094 13072 野津 孝之 ﾉﾂ ﾀｶﾕｷ 東京都 2:05:19.88
1095 5267 白石 崇浩 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ 香川県 2:05:21.99
1096 10513 谷 雄生 ﾀﾆ ﾀｹｵ 千葉アスリートクラブ 千葉県 2:05:27.16
1097 13384 伊藤 浩之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:05:27.52
1098 13472 阿部 憲一 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 2:05:30.97
1099 6555 武尾 拓 ﾀｹｵ ﾀｸ ＴＮＹ自転車部 神奈川県 2:05:37.90
1100 8535 林 祐司 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ 戸田橋６：１５ 東京都 2:05:41.99
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1101 11525 井上 尚義 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾖｼ 滋賀県 2:05:49.89
1102 14603 神谷 健 ｶﾐﾔ ﾀｹｼ 静岡県 2:05:53.74
1103 12242 高井 洋一 ﾀｶｲ ﾖｳｲﾁ 草津温泉自転車青年部 群馬県 2:05:56.50
1104 7105 鈴木 茂 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 2:06:05.45
1105 7217 若松 秀行 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮崎県 2:06:06.16
1106 13149 芦江 俊彦 ｱｼｴ ﾄｼﾋｺ 東京都 2:06:11.95
1107 14366 池田 英幸 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県 2:06:13.48
1108 5264 岩元 誠 ｲﾜﾓﾄ ﾏｺﾄ チーム オロンド 神奈川県 2:06:19.41
1109 9031 田邉 寛久 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾋｻ 島屋自転車倶楽部 大阪府 2:06:25.29
1110 13055 今井 順 ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:06:38.33
1111 9330 伊藤 謙 ｲﾄｳ ｹﾝ ＢＬＡＮＫＡＳ 東京都 2:06:52.57
1112 13142 木下 昇 ｷﾉｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ チームキノシタ 東京都 2:06:57.58
1113 10049 中村 智紀 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ 神奈川県 2:07:02.49
1114 8206 向原 千文 ﾑｺｳﾊﾗ ﾁﾌﾐ Ｔｅａｍ ｈｕｍａｎｏｉｄ 千葉県 2:07:23.76
1115 12156 縄 淳一郎 ﾅﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:07:30.26
1116 13271 菅生 淳 ｽｺﾞｳ ｼﾞｭﾝ アキバハイパーソニックス 京都府 2:07:34.15
1117 14505 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 東京都 2:07:36.92
1118 14247 松下 秀夫 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 2:07:37.43
1119 11063 箱田 直紀 ﾊｺﾀﾞ ﾅｵｷ 群馬県 2:07:37.51
1120 12067 岩崎 智夫 ｲﾜｻｷ ﾄﾓｵ チームコイケ 山梨県 2:07:38.00
1121 7317 西村 謙三 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｿﾞｳ 東京都 2:07:44.49
1122 11004 星野 健一 ﾎｼﾉ ｹﾝｲﾁ ＣａｌｌＫａｎ 埼玉県 2:07:53.62
1123 12469 山口 哲 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 東京都 2:08:04.10
1124 7497 小林 弘平 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ エキップトゥリオンフ 東京都 2:08:06.57
1125 13302 岡本 健二 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:08:33.53
1126 13177 中村 吉伸 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 東宝自転車部 東京都 2:08:36.67
1127 15490 川滝 昌利 ｶﾜﾀｷ ﾏｻﾄｼ 京都府 2:08:47.62
1128 14297 田代 光輝 ﾀｼﾛ ﾐﾂﾃﾙ ディグイット 福岡県 2:09:07.67
1129 13322 高木 賢 ﾀｶｷﾞ ｹﾝ 神奈川県 2:09:16.71
1130 13438 淺原 清之 ｱｻﾊﾗ ｷﾖﾕｷ 静岡県 2:09:18.28
1131 11311 宗永 泰彦 ﾑﾈﾅｶﾞ ﾔｽﾋｺ 投資育成 東京都 2:09:52.10
1132 14576 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:10:10.41
1133 13007 三浦 龍大 ﾐｳﾗ ﾀﾂﾋﾛ 東京都 2:10:42.80
1134 5502 池本 一彦 ｲｹﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 2:10:49.16
1135 13168 下田 顕一郎 ｼﾓﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 2:10:52.71
1136 11243 大橋 和弘 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡県 2:10:55.88
1137 7273 門倉 淳 ｶﾄﾞｸﾗ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:11:16.39
1138 9161 朴木 和典 ﾎｳﾉｷ ｶｽﾞﾉﾘ 富山県 2:11:18.66
1139 12210 足立 和男 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｵ グレイシー 東京都 2:11:27.11
1140 11072 道菅 晃 ﾄﾞｳｶﾝ ｱｷﾗ コギー青葉台 神奈川県 2:11:28.16
1141 12109 山本 治 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ ＶＤＦ春日部 茨城県 2:11:37.84
1142 9067 中岡 啓輔 ﾅｶｵｶ ｹｲｽｹ かんぽ生命保険自転車部 東京都 2:11:48.18
1143 12151 永山 晶久 ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｷﾋｻ 神奈川県 2:11:54.21
1144 15505 松原 一郎 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲﾁﾛｳ どらねこ 神奈川県 2:11:54.99
1145 13582 岩田 俊則 ｲﾜﾀ ﾄｼﾉﾘ 埼玉県 2:11:55.08
1146 12157 荻原 秀敏 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ Ｂ．Ｙ．Ｃ．Ｃ． 神奈川県 2:11:55.68
1147 15272 水沼 健一 ﾐｽﾞﾇﾏ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:11:59.08
1148 14215 中山 雅之 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾕｷ さくラン 東京都 2:12:01.15
1149 14290 伊藤 敏幸 ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 武蔵野ＢＡＮＤＩＴ 埼玉県 2:12:07.02
1150 10243 小暮 浩二 ｺｸﾞﾚ ｺｳｼﾞ 群馬県 2:12:09.39
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1151 10042 渡辺 和吉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ 埼玉県 2:12:28.85
1152 10125 堀口 睦史 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾑﾂｼ 千葉県 2:12:29.42
1153 12344 秋間 誠司 ｱｷﾏ ｾｲｼﾞ 神奈川県 2:12:38.14
1154 15289 林田 新也 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾝﾔ 埼玉県 2:12:41.12
1155 12130 瀧澤 哲也 ﾀｷｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ コロころんカフェ 東京都 2:12:45.62
1156 11509 西尾 俊彦 ﾆｼｵ ﾄｼﾋｺ マウンテンプリースト 東京都 2:13:43.16
1157 14377 近藤 寿一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｶｽﾞ 東京都 2:13:46.13
1158 11368 菊嶋 正樹 ｷｸｼﾏ ﾏｻｷ ミーちゃんず 山梨県 2:13:49.19
1159 7429 横山 雅之 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 東京都 2:13:51.14
1160 12434 MING HAO CHEN MING HAO CHEN Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:13:59.54
1161 12503 中野 徹 ﾅｶﾉ ﾄｵﾙ 栃木県 2:14:05.04
1162 14274 山田 勝彦 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 静岡県 2:14:22.86
1163 9147 後藤 尚彦 ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾋｺ 埼玉県 2:14:26.19
1164 12142 服部 和恭 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾔｽ ラヴィアンローズ 静岡県 2:14:42.69
1165 8451 中森 洋 ﾅｶﾓﾘ ﾋﾛｼ なかもりーだー 東京都 2:15:09.47
1166 11541 内田 喜樹 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼｷ 愛知県 2:15:12.26
1167 12562 松島 宏和 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｶｽﾞ １＋１３ 三重県 2:15:35.10
1168 15047 田代に 茂 ﾀｼﾛ ｼｹﾞﾙ ミズノサイクル部 大阪府 2:15:42.00
1169 12484 五十嵐 匠 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ 埼玉県 2:15:45.24
1170 14207 代永 一雄 ﾖﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ アベーズ 東京都 2:15:47.39
1171 13589 内藤 大輔 ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ドライ 神奈川県 2:15:59.39
1172 12405 久保寺 ひさし ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾋｻｼ 兵庫県 2:16:03.86
1173 10279 宮本 修 ﾐﾔﾓﾄ ｵｻﾑ （＾＾）／ 千葉県 2:16:07.14
1174 13435 猪俣 博 ｲﾉﾏﾀ ﾋﾛｼ 東京都 2:16:43.37
1175 13549 鈴木 淳 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:17:04.53
1176 14508 前原 勝之 ﾏｴﾊﾗ ｶﾂﾕｷ 東京中央卸売市場診療所 東京都 2:17:15.37
1177 14131 齋藤 実 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ チーム亀田 千葉県 2:17:31.15
1178 12558 柿栖 力 ｶｷｽ ﾂﾄﾑ 栃木県 2:17:39.45
1179 12502 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 千葉県 2:17:39.93
1180 13199 十倉 義弘 ﾄｸﾗ ﾖｼﾋﾛ ＣＯＭＰＡＧＮＯＮＥ 兵庫県 2:17:40.92
1181 9508 久保 雅史 ｸﾎﾞ ﾏｻﾌﾐ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 2:17:45.33
1182 14526 林 坤鴻 ﾔﾏ ﾀﾛ 山梨県 2:18:00.18
1183 5548 中井 健二 ﾅｶｲ ｹﾝｼﾞ 愛知県 2:18:13.96
1184 8217 津久井 保行 ﾂｸｲ ﾔｽﾕｷ モンテラック 千葉県 2:18:22.68
1185 15138 佐々木 壮一 ｻｻｷ ｿｳｲﾁ アメショ 神奈川県 2:18:38.86
1186 15349 スミス コーネリアス ｽﾐｽ ｺｰﾈﾘｱｽ 千葉県 2:18:58.83
1187 10381 菅 優 ｽｶﾞ ﾏｻﾙ チーム龍宮 東京都 2:19:04.91
1188 4406 小川 剛司 ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ ザラツ 東京都 2:19:22.65
1189 13212 萩原 美幸 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾕｷ 兵庫県 2:19:30.90
1190 15605 清水 健一 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 2:19:32.01
1191 8460 福谷 英昭 ﾌｸﾀﾆ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 2:19:42.51
1192 9345 齋藤 真純 ｻｲﾄｳ ﾏｽﾐ 神奈川県 2:20:13.96
1193 8063 藤巻 淳 ﾌｼﾞﾏｷ ｱﾂｼ 南本牧チャリダー隊 東京都 2:20:17.61
1194 8114 篠原 拓 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸ 山梨県 2:20:17.75
1195 12393 江崎 修司 ｴｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 千葉県 2:20:19.40
1196 15332 瀧本 憲一 ﾀｷﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 山梨県 2:20:31.25
1197 13586 室谷 耕輔 ﾑﾛﾔ ｺｳｽｹ ＴＥＡＭーＣＦＫ 東京都 2:20:33.25
1198 5373 鈴木 伊久磨 ｽｽﾞｷ ｲｸﾏ クエスタピーナ 神奈川県 2:20:46.92
1199 15211 遠藤 章 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 長野県 2:21:33.01
1200 12456 中村 晃 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 神奈川県 2:21:42.49



2016/06/12 13:33:21 25 / 27 ページ Official Timer & Result By RECS

1201 13361 遠藤 幸郎 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ ＧＲＡＣＥＥ 東京都 2:21:45.63
1202 13059 宮本 謙 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝ 神奈川県 2:22:05.56
1203 14193 伊藤 和明 ｲﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 千葉県 2:22:06.07
1204 15036 武井 佐理 ﾀｹｲ ｻﾄﾙ チームパラダイス 大阪府 2:22:07.14
1205 4536 佐野 博樹 ｻﾉ ﾋﾛｷ 身延町役場サイクルスポーツ部 山梨県 2:22:24.74
1206 12208 清水 重雄 ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞｵ 東京都 2:22:29.67
1207 7490 山崎 吉伸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 神奈川県 2:22:42.92
1208 11285 中原 稔 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾉﾙ 山梨県 2:23:05.91
1209 14345 奥谷 徹 ｵｸﾔ ﾄｵﾙ 静岡県 2:23:10.20
1210 13570 石田 光弘 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 埼玉県 2:23:17.31
1211 7593 三浦 克明 ﾐｳﾗ ﾖｼｱｷ 東京都 2:23:31.88
1212 15082 中尾 進一 ﾅｶｵ ｼﾝｲﾁ 東京都 2:23:52.17
1213 10438 鈴木 秀和 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ チーム龍宮 東京都 2:23:52.61
1214 7562 永田 武志 ﾅｶﾞﾀ ﾀｹｼ 千葉県 2:23:57.95
1215 5560 倉持 英一 ｸﾗﾓﾁ ｴｲｲﾁ チャリオツッ 茨城県 2:24:19.33
1216 14237 酒本 修宏 ｻｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ 埼玉県 2:24:31.96
1217 14055 遠藤 健 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 東京都 2:24:53.44
1218 15247 安川 武男 ﾔｽｶﾜ ﾀｹｵ 神奈川県 2:24:54.74
1219 7147 新井 正 ｱﾗｲ ﾀﾀﾞｼ 岡山県 2:25:00.09
1220 9565 池田 真 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都 2:25:09.28
1221 8188 田中 大祐 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫県 2:25:09.77
1222 11058 土田 純一郎 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ＢｅＰＡＲＫ 東京都 2:25:26.57
1223 12569 中嶋 隆一 ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ 山梨県 2:25:32.49
1224 12096 神田 幸治 ｶﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ トレック 東京都 2:25:42.45
1225 5618 渡辺 亮次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 貧脚組＠ＮｉｓｅＢａｄｄｙ 山梨県 2:25:49.70
1226 12212 松本 伸吾 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 東京都 2:26:02.13
1227 7411 岡野 昌司 ｵｶﾉ ﾏｻｼ 自転車管理委員会 東京都 2:26:05.10
1228 14548 村山 学 ﾑﾗﾔﾏ ｻﾄﾙ 東京中央卸売市場診療所 東京都 2:26:13.29
1229 15154 田中 圭 ﾀﾅｶ ｹｲ 埼玉県 2:26:19.40
1230 12087 原 茂雄 ﾊﾗ ｼｹﾞｵ チームＴＳＨ 東京都 2:26:20.80
1231 9445 鷲尾 亮一 ﾜｼｵ ﾘｮｳｲﾁ マリオーロ 神奈川県 2:26:24.77
1232 9497 横井 伸寿 ﾖｺｲ ﾉﾌﾞﾄｼ 秀光サイクリングチーム 神奈川県 2:26:26.69
1233 11588 中島 正晴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾊﾙ オルオル 東京都 2:26:34.67
1234 6586 柴田 肇 ｼﾊﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ 千葉県 2:26:41.80
1235 6500 伊藤 伸昭 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 北風と太陽 埼玉県 2:27:26.17
1236 14286 佐藤 裕二 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 宮城県 2:27:41.24
1237 12402 西 一幸 ﾆｼ ｶｽﾞﾕｷ 三重県 2:29:11.21
1238 7565 山梨 雅彦 ﾔﾏﾅｼ ﾏｻﾋｺ ＪＫＣ 東京都 2:29:41.40
1239 7511 前田 良知 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ 神奈川県 2:29:41.49
1240 11196 中里 利之 ﾅｶｻﾞﾄ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 2:29:52.46
1241 14411 根本 学 ﾈﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 2:30:25.13
1242 13229 熊本 博規 ｸﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 兵庫県 2:30:35.29
1243 15358 高橋 邦明 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｱｷ ＪＳＣレーシングチーム 埼玉県 2:30:58.25
1244 13348 石川 謙悟 ｲｼｶﾜ ｹﾝｺﾞ 兵庫県 2:31:01.04
1245 10195 横山 徹 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ 東京都 2:31:23.01
1246 15368 小野 哲司 ｵﾉ ﾃﾂｼﾞ 神奈川県 2:31:57.13
1247 13453 フランケン ピーテル ﾌﾗﾝｹﾝ ﾋﾟｰﾃﾙ 東京クランクス 東京都 2:31:58.05
1248 14386 大河内 好明 ｵｵｺｳﾁ ﾖｼｱｷ 三重県 2:31:59.91
1249 13568 望月 裕司 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｼﾞ 山梨県 2:32:07.15
1250 14002 田渕 栄一 ﾀﾌﾞﾁ ｴｲｲﾁ 神奈川県 2:32:22.69
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1251 12115 池之上 巌 ｲｹﾉｳｴ ｲﾜｵ 千葉県 2:32:33.36
1252 9017 草薙 慎一 ｸｻﾅｷﾞ ｼﾝｲﾁ 三重県 2:33:09.77
1253 8370 早川 昭二 ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳｼﾞ うみがめ 神奈川県 2:33:27.34
1254 12158 遠藤 淳 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 東京都 2:33:52.67
1255 14476 仲谷 淳 ﾅｶﾔ ｱﾂｼ 東京都 2:33:55.30
1256 12391 山田 紀之 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 2:33:55.57
1257 13279 大岩 幹直 ｵｵｲﾜ ﾐｷﾅｵ 東京都 2:34:04.90
1258 15067 中野 悟 ﾅｶﾉ ｻﾄﾙ 三重県 2:34:14.69
1259 15461 佐々木 太郎 ｻｻｷ ﾀﾛｳ 神奈川県 2:34:57.93
1260 13089 赤川 敬 ｱｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 牧野輪業 神奈川県 2:35:04.21
1261 13327 内藤 裕洋 ﾅｲﾄｳ ﾔｽﾊﾙ メルキュリオ 静岡県 2:35:04.93
1262 10353 中瀬 博一 ﾅｶｾ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 2:35:14.12
1263 13001 加藤 茂樹 ｶﾄｳ ｼｹﾞｷ ＧＯＫＩＳＯ 愛知県 2:35:28.97
1264 13110 榎本 王久 ｴﾉﾓﾄ ｷﾐﾋｻ コブラ会 大阪府 2:35:38.37
1265 15237 鵜川 英明 ｳｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 2:35:42.01
1266 14039 鈴木 敏也 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾔ Ｔ－ＣＯＲＲＥＲＥ 東京都 2:36:13.59
1267 12520 榑林 孝文 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾖｼ 静岡県 2:36:36.66
1268 9272 柳原 御幸 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾐﾕｷ 埼玉県 2:37:04.76
1269 12497 大根 純 ｵｵﾈ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:37:06.86
1270 6456 原田 均 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾄｼ ３７℃ 東京都 2:37:12.57
1271 10284 小俣 一也 ｵﾏﾀ ｶｽﾞﾔ 山梨県 2:37:25.85
1272 14400 一村 博信 ｲﾁﾑﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ ハヤブサ 東京都 2:37:40.30
1273 14206 岡田 雅典 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ １１３ 奈良県 2:37:59.10
1274 8174 金木 眞一 ｶﾈｷ ｼﾝｲﾁ 東京都 2:38:24.88
1275 13561 豊田 悦詩 ﾄﾖﾀﾞ ｴﾂｼ エスカルゴルージュ 京都府 2:38:26.61
1276 10402 小松澤 靖 ｺﾏﾂｻﾞﾜ ﾔｽｼ 山梨県 2:38:32.64
1277 12017 三上 勇輝 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ ＳＵＩＲＡＮ４０ＣＣ 神奈川県 2:38:55.80
1278 12290 樋川 藤知 ﾋｶﾜ ﾌｼﾞﾄﾓ 東京都 2:39:26.59
1279 12086 櫟原 文雄 ﾋﾗﾊﾗ ﾌﾐｵ 東京都 2:41:01.37
1280 13193 小川 新吾 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 千葉県 2:41:20.36
1281 15307 山田 信幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知県 2:41:40.41
1282 14438 湯 鎮洪 TONG Chun Hung Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ （ＺＥＲＯ １ Ｃｙ 2:42:07.21
1283 12399 倉持 満 ｸﾗﾓﾁ ﾐﾂﾙ 茨城県 2:42:14.17
1284 13103 大野 鉄也 ｵｵﾉ ﾃﾂﾔ チーム２８３ 山梨県 2:42:24.78
1285 10477 池永 淳 ｲｹﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝ 大阪府 2:42:33.60
1286 12250 西村 正博 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 2:43:10.11
1287 14465 松本 吉樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｷ わんわんず 大阪府 2:43:58.36
1288 14575 別府 謙次 ﾍﾞｯﾌﾟ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:44:24.10
1289 14588 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 2:44:51.33
1290 3452 後藤 泰三 ｺﾞﾄｳ ﾀｲｿﾞｳ ｓａｉ総合企画 群馬県 2:45:01.75
1291 14266 安倍 裕順 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 2:46:17.52
1292 15139 中谷 潔 ﾅｶﾀﾆ ｷﾖｼ 福岡県 2:46:18.79
1293 12400 赤田 渉 ｱｶﾀﾞ ﾜﾀﾙ 京都府 2:46:30.96
1294 13043 宮田 伸二 ﾐﾔﾀ ｼﾝｼﾞ 東京都 2:46:36.26
1295 14454 須藤 一成 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾅﾘ 静岡県 2:46:49.09
1296 13076 小野 恒明 ｵﾉ ﾂﾈｱｷ 神奈川県 2:47:04.19
1297 14591 那須 宏之 ﾅｽ ﾋﾛﾕｷ ソル 東京都 2:47:14.43
1298 15525 野地 教弥 ﾉﾁ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 2:47:41.47
1299 8266 藤宮 寿一 ﾌｼﾞﾐﾔ ﾄｼｶｽﾞ ＰＩＮＥＨＩＬＬＳ９０ 東京都 2:48:03.98
1300 12595 河原 一哲 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 2:48:09.53
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1301 15412 笠間 靖夫 ｶｻﾏ ﾔｽｵ 神奈川県 2:48:57.21
1302 14201 金子 浩 ｶﾈｺ ﾋﾛｼ Ｐ＆Ｒ 埼玉県 2:49:12.39
1303 11395 石野 雄一 ｲｼﾉ ﾕｳｲﾁ バイスビア 埼玉県 2:50:44.07
1304 9213 勝山 雄司 ｶﾂﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 凸凹印刷陸上部 福岡県 2:50:53.46
1305 4309 森本 敦久 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾂﾋｻ 大阪府 2:53:03.81
1306 13265 野村 佳之 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 長野県 2:53:05.83
1307 7234 水永 直 ﾐｽﾞﾅｶﾞ ｽﾅｵ 山梨県 2:53:13.59
1308 12069 杉田 光陽 ｽｷﾞﾀ ﾐﾂｱｷ シクロチャリケッタ 神奈川県 2:54:10.05
1309 8466 和田 宏之 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 滋賀県 2:54:45.98
1310 15156 冨永 博志 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 福岡県 2:55:05.65
1311 11080 今谷 健 ｲﾏﾀﾆ ﾀｹｼ 気まぐれ猫の会 埼玉県 2:55:19.87
1312 14212 大木 昌義 ｵｵｷ ﾏｻﾖｼ ごばりき 大阪府 2:55:30.89
1313 14217 中村 仁 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ 千葉県 2:55:35.44
1314 5345 藤本 大 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲ シャイニングアークス 神奈川県 2:57:54.97
1315 12485 松浦 誠 ﾏﾂｳﾗ ﾏｺﾄ 高知県 2:58:00.60
1316 12471 青木 俊介 ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ 自転車走業 神奈川県 3:00:34.78
1317 14518 鍛島 元和 ｶｼﾏ ﾓﾄｶｽﾞ 大阪府 3:01:08.85
1318 15464 神谷 昌宏 ｶﾐﾔ ﾖｼﾋﾛ チームＤ 愛知県 3:01:45.68
1319 15065 神崎 壮之助 ｶﾝｻﾞｷ ｿｳﾉｽｹ 埼玉県 3:02:26.18
1320 15042 本田 正樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 3:04:05.10
1321 15264 平井 芳昌 ﾋﾗｲ ﾖｼﾏｻ 山梨県 3:04:49.09
1322 14468 田中 稚士 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 群馬県 3:05:47.10
1323 12415 CHUNG JU HUANG CHUNG JU HUANG Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 3:07:32.13
1324 13094 八木 信彦 ﾔｷﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ ＵＳＣＣ 千葉県 3:09:12.24
1325 9447 高橋 正寿 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ ＡＩＨＯ 愛知県 3:09:48.47
1326 14347 上野 健一 ｳｴﾉ ｹﾝｲﾁ 山梨県 3:09:50.29
1327 3625 藤田 博史 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 3:10:00.89
1328 11447 横山 幹郎 ﾖｺﾔﾏ ﾐｷｵ 神奈川県 3:11:28.90
1329 14477 池谷 成人 ｲｹﾀﾆ ﾅﾙﾋﾄ 京都府 3:12:02.95
1330 14337 本多 秀岳 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾀｹ 埼玉県 3:13:57.68
1331 15482 藤田 徹 ﾌｼﾞﾀ ﾄｵﾙ 埼玉県 3:15:56.88
1332 12428 PEI SHENG CHOU PEI SHENG CHOU Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 3:19:59.50
1333 12427 YUNG CHANG CHEN YUNG CHANG CHEN Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 3:33:25.31
1334 7376 臼井 亮太 ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 4:07:33.62


