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メディオフォンド八ヶ岳

都道府県

681 カイザー アンドレ ｶｲｻﾞｰ ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 02:38:491 山梨県
201 坂本 尚康 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾔｽ 02:58:15軟式自転車部2 埼玉県
450 辰巳 知章 ﾀﾂﾐ ﾄﾓｱｷ 03:06:543 山梨県
458 03:13:194

457 03:13:205

210 伏見 一浩 ﾌｼﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 03:23:11真造園6 山梨県
339 加藤 一郎 ｶﾄｳ ｲﾁﾛｳ 03:27:247 神奈川県
557 林 昌寛 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 03:32:018 茨城県
386 青山 慎 ｱｵﾔﾏ ｼﾝ 03:38:249 神奈川県
528 竹内 哲 ﾀｹｳﾁ ｻﾄｼ 03:38:5610 埼玉県
647 鈴木 正寿 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 03:40:0511 愛知県
443 横坂 浩文 ﾖｺｻｶ ﾋﾛﾌﾐ 03:41:0412 新潟県
326 双木 孝夫 ﾅﾐｷ ﾀｶｵ 03:42:5713 埼玉県
256 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 03:45:47オッティモ14 山梨県
240 鈴木 章二 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｼﾞ 03:47:5515 千葉県
328 登内 隆志 ﾄﾉｳﾁ ﾀｶｼ 03:50:03ＴＣ伊那16 長野県
263 渡邉 法治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾊﾙ 03:53:1117 愛知県
365 渡邉 祐也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 03:53:1218 栃木県
680 金子 利道 ｶﾈｺ ﾄｼﾐﾁ 03:54:15センダＳＣ19 栃木県
221 梅津 裕一郎 ｳﾒｽﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 03:55:23マイクロソフト20 埼玉県
246 室田 正敏 ﾑﾛﾀ ﾏｻﾄｼ 03:56:1121 愛知県
651 植草 健 ｳｴｸｻ ﾀｹｼ 03:57:35ＴＥＡＭＢｅｅ22 千葉県
332 三井 登 ﾐﾂｲ ﾉﾎﾞﾙ 03:58:55日本マイクロソ23 東京都
597 野村 寿子 ﾉﾑﾗ ﾋｻｺ 03:58:5724 神奈川県
596 野村 武司 ﾉﾑﾗ ﾀｹｼ 03:58:5725 神奈川県
253 佐藤 滋之 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾕｷ 03:59:5426 埼玉県
222 市川 健二郎 ｲﾁｶﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ 04:00:56マイクロソフト27 東京都
211 清水 眞二 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｼﾞ 04:01:01真造園28 山梨県
677 横山 亮介 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 04:01:0629 千葉県
372 木村 行秀 ｷﾑﾗ ﾕｷﾋﾃﾞ 04:02:47ビーサイクル30 千葉県
209 高木 敏男 ﾀｶｷﾞ ﾄｼｵ 04:03:3631 神奈川県
625 冨澤 仁 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 04:04:0932 山梨県
451 村松 学 ﾑﾗﾏﾂ ﾏﾅﾌﾞ 04:04:3533 山梨県
626 大原 隆広 ｵｵﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 04:05:1234 神奈川県
416 萱沼 尚貴 ｶﾔﾇﾏ ﾅｵｷ 04:05:1935 山梨県
235 漆畑 和則 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 04:05:2936 静岡県
673 石井 謙介 ｲｼｲ ｹﾝｽｹ 04:06:0537 千葉県
289 長田 宇八 ｵｻﾀﾞ ｳﾊﾁ 04:06:1138 千葉県
408 木藤 広康 ｷﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 04:06:16古都辺アゴーズ39 千葉県
353 片山 真一 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 04:07:1040 長野県
387 矢沢 哲夫 ﾔｻﾞﾜ ﾃﾂｵ 04:08:2541 東京都
575 箕輪 陽子 ﾐﾉﾜ ﾖｳｺ 04:09:2842 神奈川県
308 箕輪 誠 ﾐﾉﾜ ﾏｺﾄ 04:10:0843 神奈川県
619 家田 大輔 ｲｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 04:10:3844 愛知県
583 瀧島 雅治 ﾀｷｼﾏ ﾏｻﾊﾙ 04:10:39輪千レーシング45 東京都
540 岡田 明 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ 04:10:56ＯＡＫ46 東京都
559 若松 弘宣 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾛﾉﾘ 04:13:3347 茨城県
360 五十嵐 英基 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾃﾞｷ 04:13:48オッティモ48 千葉県
688 David Marx ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ ﾏﾙｸｽ 04:14:54RGTエンタープライズ49 愛知県
400 萬代 圭亮 ﾏﾝﾀﾞｲ ｹｲｽｹ 04:16:5050 愛知県
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都道府県

547 山中 徹 ﾔﾏﾅｶ ﾄｵﾙ 04:17:02ぶる～すと～ん51 東京都
371 小笠原 裕二 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｼﾞ 04:17:38ビーサイクル52 千葉県
364 久須美 誠 ｸｽﾐ ﾏｺﾄ 04:17:4153 新潟県
203 大熊 明彦 ｵｵｸﾏ ﾊﾙﾋｺ 04:19:03ラシンクラブ54 神奈川県
236 渡辺 丈太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 04:22:0955 東京都
385 小黒 精一郎 ｵｸﾞﾛ ｾｲｲﾁﾛｳ 04:25:1856 新潟県
501 十河 真生 ｿｺﾞｳ ﾏｳｵ 04:26:21ラシンクラブ57 神奈川県
304 藤村 栄一 ﾌｼﾞﾑﾗ ｴｲｲﾁ 04:29:3558 埼玉県
306 柴田 圭二 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｼﾞ 04:29:50ＫＣＴ59 静岡県
305 長谷山 和幸 ﾊｾﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 04:29:50ＫＣＴ60 静岡県
624 市村 聡一郎 ｲﾁﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 04:30:0161 愛知県
341 高野 秀明 ﾀｶﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 04:31:2562 長野県
439 吉川 健 ｷｯｶﾜ ｹﾝ 04:31:4963 神奈川県
535 白垣 宏倫 ｼﾗｶﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 04:31:5764 千葉県
456 Thomas O'Dowd ﾄｰﾏｽ･ｵﾀﾞｳﾄﾞ 04:32:3865 東京都
330 小澤 正 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｼ 04:33:3266 東京都
452 原 茂雄 ﾊﾗ ｼｹﾞｵ 04:33:5867 東京都
441 鈴木 悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 04:34:52オハラ68 神奈川県
684 佐野 貴洋 ｻﾉ ﾀｶﾋﾛ 04:35:5269 埼玉県
585 江畑 理子 ｴﾊﾀ ｻﾄｺ 04:36:2670 茨城県
230 森田 寿 ﾓﾘﾀ ﾋｻｼ 04:36:2771 栃木県
250 勝 睦陸 ｶﾂ ﾑﾂﾑ 04:36:40ペダルイ人72 愛知県
592 鬼頭 和裕 ｷﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 04:38:09ペダルイ人73 愛知県
682 長江 保明 ﾅｶﾞｴ ﾔｽｱｷ 04:38:12ハートフルハウ74 愛知県
206 近藤 秀光 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾐﾂ 04:39:07ドランナーズ？75 愛知県
662 田中 健二 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 04:39:2976 東京都
321 山下 智晃 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｱｷ 04:39:3077 神奈川県
260 大井 幸次 ｵｵｲ ｺｳｼﾞ 04:41:3278 愛知県
574 小澤 滋雄 ｵｻﾞﾜ ｼｹﾞｵ 04:41:42アラジン79 静岡県
273 大森 雅宏 ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 04:41:5680 大阪府
551 大森 厚美 ｵｵﾓﾘ ｱﾂﾐ 04:41:5881 大阪府
442 美馬 菜保子 ﾐﾏ ﾅﾎｺ 04:43:5682 長野県
445 小出 夏子 ｺｲﾃﾞ ﾅﾂｺ 04:44:3583 岐阜県
598 中澤 明 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷﾗ 04:45:4884 東京都
653 小池 晶哉 ｺｲｹ ﾏｻﾔ 04:46:1585 山梨県
317 青木 栄央 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｵ 04:47:12千代田工販86 神奈川県
249 寺澤 浩 ﾃﾗｻﾜ ﾋﾛｼ 04:47:38寺さんち87 東京都
538 寺澤 昌美 ﾃﾗｻﾜ ﾏｻﾐ 04:47:38寺さんち88 東京都
381 櫻井 健史 ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ 04:47:5089 千葉県
642 櫻井 智子 ｻｸﾗｲ ﾄﾓｺ 04:48:1190 千葉県
578 高川 滋人 ﾀｶｶﾞﾜ ｼｹﾞﾄ 04:48:1691 神奈川県
312 高川 佳乃 ﾀｶｶﾞﾜ ﾖｼﾉ 04:48:1892 神奈川県
530 柴田 雅史 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｼ 04:48:2993 神奈川県
343 宗橋 昌俊 ﾑﾈﾊｼ ﾏｻﾄｼ 04:48:3794 山梨県
298 竹市 厚司 ﾀｹｲﾁ ｱﾂｼ 04:48:4595 東京都
552 金子 妙 ｶﾈｺ ﾀｴ 04:48:4596 東京都
541 富田 沙智代 ﾄﾐﾀ ｻﾁﾖ 04:48:47ブラザー販売97 愛知県
378 堀 正俊 ﾎﾘ ﾏｻﾄｼ 04:49:5098 千葉県
634 田中 吉樹 ﾀﾅｶ ﾖｼｷ 04:50:13アスタナカ99 山梨県
635 田中 泰雄 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ 04:50:24アスタナカ100 山梨県
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375 田中 源彦 ﾀﾅｶ ﾓﾄﾋｺ 04:50:25アスタナカ101 山梨県
294 北村 慶和 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ 04:50:54102 大阪府
577 高橋 希 ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 04:51:30公立昭和病院103 東京都
654 谷田部 ゆかり ﾔﾀﾍﾞ ﾕｶﾘ 04:52:24104 千葉県
407 谷田部 誠 ﾔﾀﾍﾞ ﾏｺﾄ 04:52:24105 千葉県
380 内藤 いづみ ﾅｲﾄｳ ｲﾂﾞﾐ 04:54:00106 長野県
303 牧田 和俊 ﾏｷﾀ ｶｽﾞﾄｼ 04:54:57107 静岡県
645 鴫原 章夫 ｼｷﾞﾊﾗ ｱｷｵ 04:55:10108 愛知県
406 小池 昇 ｺｲｹ ﾉﾎﾞﾙ 04:55:18109 山梨県
607 門脇 裕子 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳｺ 04:55:22アダージョ110 神奈川県
361 山崎 裕二 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 04:55:49111 東京都
633 岩渕 奈央 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾅｵ 04:55:51112 東京都
410 倉科 匡 ｸﾗｼﾅ ﾀﾀﾞｼ 04:56:25113 長野県
572 神木 宏恒 ｶﾐｷ ﾋﾛﾂﾈ 04:56:51ＨＣＳ114 東京都
573 雨宮 修 ｱﾒﾐﾔ ｵｻﾑ 04:56:53ＨＣＳ115 千葉県
640 貝塚 卓 ｶｲﾂﾞｶ ﾀｸ 04:58:25ＰＩＳＴＯＮＳ116 神奈川県
369 永島 秀郎 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 04:59:14117 東京都
334 工藤 猛司 ｸﾄﾞｳ ﾀｹｼ 04:59:34118 静岡県
600 工藤 範子 ｸﾄﾞｳ ﾉﾘｺ 04:59:34119 静岡県
623 石井 憲輔 ｲｼｲ ｹﾝｽｹ 04:59:39120 東京都
402 久郷 幸生 ｸｺﾞｳ ﾕｷｵ 04:59:40ブリヂストン121 東京都
283 平林 靖子 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾔｽｺ 04:59:41122 東京都
358 塚本 大貴 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 05:00:07123 千葉県
357 塚本 明博 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 05:00:07124 千葉県
676 河内 拓己 ｶﾜｳﾁ ﾀｸﾐ 05:00:11125 東京都
355 雨宮 輝明 ｱﾒﾐﾔ ﾃﾙｱｷ 05:00:26126 山梨県
397 鮎澤 修 ｱﾕｻﾞﾜ ｵｻﾑ 05:00:31127 長野県
550 飯島 麻有子 ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾕｺ 05:00:33128 山梨県
608 小野田 勇人 ｵﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ 05:01:02公立昭和病院129 東京都
609 保坂 幸博 ﾎｻｶ ﾕｷﾋﾛ 05:01:11130 愛知県
251 伊藤 嘉記 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 05:01:12131 愛知県
405 山口 哲 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 05:01:28132 東京都
268 川尻 貴宏 ｶﾜｼﾞﾘ ﾀｶﾋﾛ 05:01:34ぶる～すと～ん133 東京都
639 貝塚 真美子 ｶｲﾂﾞｶ ﾏﾐｺ 05:01:41ＰＩＳＴＯＮＳ134 神奈川県
300 藤島 健 ﾌｼﾞｼﾏ ｹﾝ 05:02:10ＨＣＳ135 千葉県
668 鈴木 涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 05:02:10ＨＯＫＵＬＥＩ136 東京都
370 細田 幸央 ﾎｿﾀﾞ ﾕｷｵ 05:02:30137 山梨県
382 佐野 喜久雄 ｻﾉ ｷｸｵ 05:03:19138 静岡県
232 高橋 歩 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ 05:03:20139 静岡県
563 永井 道之 ﾅｶﾞｲ ﾐﾁﾕｷ 05:03:44御路武者140 東京都
403 田原 裕尚 ﾀﾊﾗ ﾋﾛﾅｵ 05:04:08立川相互病院141 東京都
503 下方 真央 ｼﾓｶﾀ ﾏｵ 05:05:06142 神奈川県
204 下方 純代 ｼﾓｶﾀ ｽﾐﾖ 05:05:07143 神奈川県
202 下田 清志 ｼﾓﾀﾞ ｷﾖｼ 05:05:20144 岐阜県
338 渡部 恭司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｼﾞ 05:05:43145 神奈川県
606 渡部 凪人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｷﾞﾄ 05:05:47146 神奈川県
433 中山 智弘 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 05:06:32147 群馬県
272 野口 信雄 ﾉｸﾞﾁ ﾉﾌﾞｵ 05:06:35諏訪広域消防148 長野県
302 山口 博司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 05:06:48149 長野県
516 佐藤 誠之 ｻﾄｳ ｾｲｼ 05:07:40バイオエネジー150 千葉県
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277 窪田 克一 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｲﾁ 05:07:42151 山梨県
281 唐津 義明 ｶﾗﾂ ﾖｼｱｷ 05:07:57路武者152 東京都
284 横澤 英明 ﾖｺｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 05:07:57153 千葉県
295 熱田 篤志 ｱﾂﾀ ｱﾂｼ 05:08:11154 千葉県
242 長谷川 和信 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 05:08:35アドラック155 山梨県
675 鈴木 玲 ｽｽﾞｷ ﾚｲ 05:10:29156 神奈川県
531 鈴木 政博 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 05:10:30157 神奈川県
324 羽鳥 竜拓 ﾊﾄﾘ ﾀﾂﾋﾛ 05:10:44158 神奈川県
440 吉田 修 ﾖｼﾀﾞ ｵｻﾑ 05:10:52159 長野県
313 香月 彰子 ｶﾂｷ ｱｷｺ 05:11:04みさかサイクル160 埼玉県
579 夏井 加津子 ﾅﾂｲ ｶﾂﾞｺ 05:11:06みさかサイクル161 埼玉県
533 尾島 佑亮 ｵｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 05:11:33162 愛知県
262 宇佐美 康司 ｳｻﾐ ﾔｽｼ 05:13:21163 山梨県
637 吉永 美由季 ﾖｼﾅｶﾞ ﾐﾕｷ 05:13:42164 東京都
271 山下 忠男 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾀﾞｵ 05:13:42165 愛知県
636 山﨑 秋次 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 05:13:43166 東京都
426 溝口 真史 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾏｻｼ 05:13:45167 長野県
248 内川 道弘 ｳﾁｶﾜ ﾐﾁﾋﾛ 05:13:47人力一家168 長野県
565 花村 研吾 ﾊﾅﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 05:14:28169 東京都
234 村田 正孝 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾀｶ 05:14:29チームヘロヘロ170 神奈川県
420 有泉 公彦 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｷﾐﾋｺ 05:14:47富士川サイプロ171 山梨県
352 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 05:15:17172 愛知県
617 井上 靖英 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋﾃﾞ 05:15:19173 愛知県
323 渡辺 涼 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 05:15:23174 富山県
453 岩下 竜也 ｲﾜｼﾀ ﾀﾂﾔ 05:15:37富士川サイプロ175 山梨県
205 花積 三千人 ﾊﾅｽﾞﾐ ﾐﾁﾄ 05:15:56チーム大王176 千葉県
299 寺田 陽亮 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｳｽｹ 05:15:59ＨＣＳ177 栃木県
292 斉藤 光司 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 05:16:00178 神奈川県
257 中村 綾子 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｺ 05:16:40179 栃木県
225 小泉 光次 ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｼﾞ 05:16:44Ｇ×Ｉ×Ｃ180 埼玉県
291 松橋 慶佑 ﾏﾂﾊｼ ｹｲｽｹ 05:17:16181 東京都
564 早田 尚 ｿｳﾀﾞ ﾀｶｼ 05:17:41182 東京都
526 塚越 敏弘 ﾂｶｺﾞｼ ﾄｼﾋﾛ 05:17:47183 神奈川県
367 岡田 圭一 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ 05:18:00ろうきん184 新潟県
413 小林 謙一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 05:18:14ウナギイヌ185 東京都
224 細田 将司 ﾎｿﾀﾞ ﾏｻｼ 05:18:26Ｇ×Ｉ×Ｃ186 埼玉県
383 丸山 與一 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｲﾁ 05:18:34187 東京都
219 草薙 重治 ｸｻﾅｷﾞ ｼｹﾞﾊﾙ 05:19:15リタルダンド188 静岡県
518 草薙 みず穂 ｸｻﾅｷﾞ ﾐｽﾞﾎ 05:19:16チームヘロヘロ189 静岡県
584 松川 三枝子 ﾏﾂｶﾜ ﾐｴｺ 05:19:17190 神奈川県
527 関口 春樹 ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 05:20:30191 山梨県
350 菅沼 貴之 ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｶﾕｷ 05:20:45192 愛知県
532 水野 雅博 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ 05:20:49193 愛知県
333 諸橋 真吾 ﾓﾛﾊｼ ｼﾝｺﾞ 05:21:11194 埼玉県
373 小川 恭平 ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ 05:21:14195 東京都
510 山田 武広 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 05:22:03196 千葉県
398 縄倉 孝男 ﾅﾜｸﾗ ﾀｶｵ 05:22:12ＣＶＪ197 東京都
377 西谷 和芳 ﾆｼﾀﾆ ｶｽﾞﾖｼ 05:22:16198 東京都
643 竹内 義晴 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾊﾙ 05:22:19199 東京都
638 堀 景子 ﾎﾘ ｹｲｺ 05:22:30200 千葉県
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534 小林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 05:22:39201 長野県
507 古谷 純子 ｺﾔ ｽﾐｺ 05:23:44スペース　ゼロ202 茨城県
404 芦川 隆史 ｱｼｶﾜ ﾀｶｼ 05:23:52ｃｏｍｅｔｓ203 東京都
394 三好 春樹 ﾐﾖｼ ﾊﾙｷ 05:23:54204 山梨県
213 柴野 正順 ｼﾊﾞﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ 05:24:01リタルダンド205 千葉県
509 木内 麻記子 ｷｳﾁ ﾏｷｺ 05:25:00206 静岡県
212 木内 透 ｷｳﾁ ﾄｵﾙ 05:25:01207 静岡県
523 金矢 安史 ｶﾅﾔ ﾔｽﾌﾐ 05:25:02アルバトロス208 東京都
434 三浦 聡 ﾐｳﾗ ｻﾄｼ 05:25:12209 東京都
671 山本 達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 05:25:44210 愛知県
436 志賀 翔平 ｼｶﾞ ｼｮｳﾍｲ 05:25:45211 愛知県
254 松田 悟司 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾄｼ 05:25:54212 千葉県
374 小島 紀幸 ｺｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ 05:25:58213 東京都
261 数野 貴久 ｶｽﾞﾉ ﾀｶﾋｻ 05:26:16214 山梨県
658 豊田 敦史 ﾄﾖﾀﾞ ｱﾂｼ 05:27:15215 愛知県
670 友岡 達郎 ﾄﾓｵｶ ﾀﾂﾛｳ 05:27:19216 愛知県
435 長谷川 達也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 05:27:21217 愛知県
349 永井 秀樹 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｷ 05:27:23218 東京都
505 角川 昭宏 ﾂﾉｶﾜ ｱｷﾋﾛ 05:27:29219 長野県
238 下島 真二 ｼﾓｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 05:27:33220 長野県
348 渡邊 巧樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 05:27:54オーク自転車部221 東京都
672 中村 俊彦 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 05:27:56222 東京都
329 菅沼 光男 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾂｵ 05:28:10ＴＣ伊那223 長野県
285 小川 修 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾛｳ 05:28:11224 東京都
419 種田 英剛 ﾀﾈﾀﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 05:28:41225 長野県
401 神 正智 ｼﾞﾝ ﾏｻﾄﾓ 05:28:52226 静岡県
582 若林 昇 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾎﾞﾙ 05:29:09千代田工販227 千葉県
566 八柳 賢治 ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ｹﾝｼﾞ 05:31:21228 神奈川県
437 伊東 正美 ｲﾄｳ ﾏｻﾐ 05:32:30229 埼玉県
226 山口 昭彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 05:32:31Ｇ×Ｉ×Ｃ230 埼玉県
522 渡辺 雄介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 05:32:31Ｇ×Ｉ×Ｃ231 埼玉県
390 齋藤 正人 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 05:32:40株式会社クリー232 山梨県
223 鎮目 武範 ｼｽﾞﾒ ﾀｹﾉﾘ 05:32:54Ｇ×Ｉ×Ｃ233 埼玉県
521 門間 諒太 ﾓﾝﾏ ﾘｮｳﾀ 05:32:56Ｇ×Ｉ×Ｃ234 埼玉県
335 渥美 誠康 ｱﾂﾐ ｼｹﾞﾔｽ 05:33:01235 静岡県
601 渥美 陽子 ｱﾂﾐ ﾖｳｺ 05:33:01236 静岡県
588 星野 芳樹 ﾎｼﾉ ﾖｼｷ 05:33:08237 神奈川県
520 松居 亮 ﾏﾂｲ ﾘｮｳ 05:33:43Ｇ×Ｉ×Ｃ238 埼玉県
319 藤本 龍志 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 05:33:47ＳＭＢＣ239 千葉県
587 安達 佑記 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 05:33:51ＳＭＢＣ240 千葉県
417 神埼 萌絵 ｶﾝｻﾞｷ ﾓｴ 05:34:06241 大阪府
586 吉岡 幸一 ﾖｼｵｶ ｺｳｲﾁ 05:34:19ＳＭＢＣ242 東京都
568 佐藤 俊介 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 05:34:26多摩ポタ243 東京都
356 本田 裕人 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 05:34:47244 山梨県
320 鬼頭 孝仁 ｷﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 05:35:17ＳＭＢＣ245 千葉県
227 丸田 大介 ﾏﾙﾀ ﾀﾞｲｽｹ 05:35:41246 山梨県
657 辻 亮弥 ﾂｼﾞ ﾘｮｳﾔ 05:36:12247 愛知県
293 水元 成嗣 ﾐｽﾞﾓﾄ ｼｹﾞﾂｸﾞ 05:36:17多摩ポタ248 東京都
354 今村 翼 ｲﾏﾑﾗ ﾖｸ 05:36:24249 埼玉県
652 蓮沼 裕樹 ﾊｽﾇﾏ ﾕｳｷ 05:37:04250 東京都
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379 古厩 達也 ﾌﾙﾏﾔ ﾀﾂﾔ 05:37:42251 長野県
539 中島 一郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 05:38:03252 神奈川県
264 鈴木 康生 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ 05:39:01253 愛知県
659 酒井 綾子 ｻｶｲ ｱﾔｺ 05:39:52254 愛知県
245 渡辺 和雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 05:40:20255 東京都
244 野村 浩一郎 ﾉﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 05:40:20256 東京都
228 岡田 雅基 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｷ 05:40:55257 東京都
280 松村 貴之 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 05:41:02258 神奈川県
517 内藤 祥一 ﾅｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 05:41:04259 千葉県
646 丸谷 和生 ﾏﾙﾀﾆ ｶｽﾞｵ 05:41:10260 愛知県
215 井口 晃伸 ｲｸﾞﾁ ﾃﾙﾉﾌﾞ 05:41:12ＫＭＡＬ261 神奈川県
279 関 克幸 ｾｷ ｶﾂﾕｷ 05:41:15262 愛知県
549 齋川 由美 ｻｲｶﾜ ﾕﾐ 05:41:52オッティモ263 千葉県
229 米丸 航生 ﾖﾈﾏﾙ ｺｳｾｲ 05:42:52ＯＡＫ264 東京都
556 堀内 卓 ﾎﾘｳﾁ ｽｸﾞﾙ 05:43:19265 神奈川県
218 福島 豊司 ﾌｸｼﾏ ﾄﾖｼﾞ 05:43:22チームトラコン266 愛知県
310 坂西 成人 ｻｶﾆｼ ﾅﾙﾋﾄ 05:43:33とねみのる267 群馬県
648 林 郁佳 ﾊﾔｼ ｲｸｶ 05:44:05268 千葉県
392 鵜沢 広行 ｳｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 05:44:05269 千葉県
454 池上 隆蔵 ｲｹｶﾞﾐ ﾘｭｳｿﾞｳ 05:44:37270 東京都
683 山崎 俊作 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭﾝｻｸ 05:45:04271 東京都
362 船田 涼子 ﾌﾅﾀﾞ ﾘｮｳｺ 05:45:18とねみのる272 群馬県
309 平井 宏憲 ﾋﾗｲ ﾋﾛﾉﾘ 05:45:19とねみのる273 群馬県
368 大浜 見栄子 ｵｵﾊﾏ ﾐｴｺ 05:45:26274 神奈川県
628 大浜 見栄子 ｵｵﾊﾏ ﾐｴｺ 05:45:39275 神奈川県
421 服部 真也 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ 05:46:10276 東京都
581 間瀬 隆慶 ﾏｾ ﾀｶﾖｼ 05:46:40千代田工販277 東京都
255 牛島 香織 ｳｼｼﾞﾏ ｶｵﾘ 05:47:27ＴＮＹ自転車部278 東京都
511 岩田 尚代 ｲﾜﾀ ﾋｻﾖ 05:47:27ヤマシゲ279 岐阜県
267 辻 博人 ﾂｼﾞ ﾋﾛﾄ 05:47:55280 神奈川県
605 本島 慎一 ﾓﾄｼﾏ ｼﾝｲﾁ 05:48:30281 神奈川県
570 名倉 真之輔 ﾅｸﾗ ｼﾝﾉｽｹ 05:48:56282 埼玉県
569 高橋 久美子 ﾀｶﾊｼ ｸﾐｺ 05:49:29多摩ポタ283 東京都
231 高橋 知義 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾖｼ 05:49:29多摩ポタ284 東京都
296 伊藤 良康 ｲﾄｳ ﾖｼﾔｽ 05:50:08285 埼玉県
301 酒井 佑大 ｻｶｲ ﾕｳﾀ 05:50:09286 埼玉県
571 中村 全岐 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 05:50:10287 埼玉県
208 秋山 勝 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾙ 05:50:11288 埼玉県
297 大谷内 信広 ｵｵﾔﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 05:50:12289 埼玉県
545 辻 紀子 ﾂｼﾞ ﾉﾘｺ 05:50:16290 神奈川県
269 岸田 尚子 ｷｼﾀﾞ ﾅｵｺ 05:51:19291 神奈川県
548 岸田 裕之 ｷｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 05:51:19292 神奈川県
666 鷲尾 丈史 ﾜｼｵ ﾀｹｼ 05:53:53浦和北高校293 埼玉県
278 野澤 満 ﾉｻﾞﾜ ﾐﾂﾙ 05:54:41294 埼玉県
560 野澤 貴美子 ﾉｻﾞﾜ ｷﾐｺ 05:54:43295 埼玉県
258 武田 守晃 ﾀｹﾀﾞ ﾓﾘｱｷ 05:55:28沼津信用金庫296 静岡県
241 早野 由希子 ﾊﾔﾉ ﾕｷｺ 05:57:01297 千葉県
536 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 05:57:07298 千葉県
325 高野 勲 ﾀｶﾉ ｲｻｵ 05:57:20ＰＭＣＣ299 東京都
327 高柳 洋一 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾖｳｲﾁ 05:57:25シャッセ300 東京都
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593 高野 貴子 ﾀｶﾉ ﾀｶｺ 05:57:34ＰＭＣＣ301 東京都
660 笹谷 かずみ ｻｻﾔ ｶｽﾞﾐ 05:57:41302 埼玉県
414 飛島 輝好 ﾄﾋﾞｼﾏ ﾃﾙﾖｼ 05:57:41凸版物流303 埼玉県
459 福田 悦子 ﾌｸﾀﾞ 05:58:01Funride304

388 大月 篤 ｵｵﾂｷ ｱﾂｼ 05:58:02305 東京都
233 谷戸 晴男 ﾔﾄ ﾊﾙｵ 05:58:55多摩ポタ306 東京都
529 谷戸 由香子 ﾔﾄ ﾕｶｺ 05:58:56多摩ポタ307 東京都
336 志賀 澄人 ｼｶﾞ ｽﾐﾋﾄ 05:59:11308 埼玉県
603 志賀 磨紀 ｼｶﾞ ﾏｷ 05:59:12309 埼玉県
644 鈴木 雅子 ｽｽﾞｷ ﾏｻｺ 06:00:39310 東京都
591 中尾 優子 ﾅｶｵ ﾕｳｺ 06:01:01311 東京都
590 中尾 政宏 ﾅｶｵ ﾏｻﾋﾛ 06:01:02312 東京都
649 井上 亮祐 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳｽｹ 06:05:33グローリー313 千葉県
615 佐々木 瞬 ｻｻｷ ｼｭﾝ 06:06:09ＴＡＣＹ314 長野県
366 鈴木 暁 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 06:06:49315 東京都
594 平谷 直子 ﾋﾗﾔ ﾅｵｺ 06:07:18ＴＣ伊那316 長野県
616 室田 博則 ﾑﾛﾀ ﾋﾛﾉﾘ 06:09:35317 神奈川県
562 熊谷 弘美 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛﾐ 06:09:54ＤＥＲＯんち318 埼玉県
282 佐藤 信弘 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 06:10:10ＤＥＲＯんち319 埼玉県
667 柴山 智子 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄﾓｺ 06:10:12ＨＢＰ320 東京都
622 中野 佳祐 ﾅｶﾉ ｹｲｽｹ 06:10:14ホクレイ321 東京都
399 前田 雄一 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 06:10:28ｃｈａｓｓｅ322 愛知県
553 大塚 かな子 ｵｵﾂｶ ｶﾅｺ 06:13:55323 群馬県
274 大塚 輝夫 ｵｵﾂｶ ﾃﾙｵ 06:13:55324 群馬県
347 高田 将史 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 06:14:44ＴＡＣＹ325 長野県
315 細谷 香里 ﾎｿﾔ ｶｵﾘ 06:15:24326 東京都
656 坂田 愛 ｻｶﾀ ｱｲ 06:15:30327 東京都
342 諏訪 彰夫 ｽﾜ ｱｷｵ 06:15:33なし328 栃木県
655 木村 光宏 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 06:15:45329 静岡県
663 森山 真依子 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｲｺ 06:16:01330 埼玉県
422 有馬 正晃 ｱﾘﾏ ﾏｻｱｷ 06:16:02331 東京都
614 永登 正太郎 ｴｲﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 06:17:00332 埼玉県
514 中村 佳代 ﾅｶﾑﾗ ｶﾖ 06:18:23333 兵庫県
580 細谷 直樹 ﾎｿﾔ ﾅｵｷ 06:19:31334 東京都
423 永屋 秀一 ﾅｶﾞﾔ ｼｭｳｲﾁ 06:22:07335 岐阜県
664 永屋 知里 ﾅｶﾞﾔ ﾁｻﾄ 06:22:08336 岐阜県
447 外山 英 ﾄﾔﾏ ﾃﾙ 06:25:32337 静岡県
409 浜 昭弘 ﾊﾏ ｱｷﾋﾛ 06:26:32338 長野県
351 石田 泰丈 ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾀｹ 06:26:41339 愛知県
502 鏑木 猛夫 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾀｹｵ 06:27:39なし340 東京都
661 児安 千鶴 ｺﾔｽ ﾁﾂﾞﾙ 06:28:31341 山梨県
418 児安 俊幸 ｺﾔｽ ﾄｼﾕｷ 06:28:33342 山梨県
524 土海 誠 ﾄﾞｶｲ ﾏｺﾄ 06:28:47343 愛知県
525 土海 裕子 ﾄﾞｶｲ ﾕｳｺ 06:28:48344 愛知県
446 佐藤 優介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 06:31:14345 山梨県
411 大津 貴智 ｵｵﾂ ﾀｶﾄﾓ 06:31:15エーザイ346 山梨県
687 地引 隆晴 ｼﾞﾋﾞｷ ﾀｶﾊﾙ 06:32:16347 東京都
322 塩沢 大 ｼｵｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 06:32:46348 山梨県
455 地引 真悟 ｼﾞﾋﾞｷ ｼﾝｺﾞ 06:34:14349 東京都
627 木村 文子 ｷﾑﾗ ｱﾔｺ 06:34:40350 東京都
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286 吉澤 了 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 06:34:47ＰＢ351 埼玉県
427 原口 啓樹 ﾊﾗｸﾞﾁ ｹｲｼﾞ 06:35:37大和電機352 長野県
316 木村 努 ｷﾑﾗ ﾂﾄﾑ 06:36:50353 神奈川県
290 真壁 純一 ﾏｶﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 06:40:00ＳＣＣ354 埼玉県
314 長田 章代 ｵｻﾀﾞ ﾌﾐﾖ 06:40:24355 東京都
613 坂野 有悟 ﾊﾞﾝﾉ ﾕｳｺﾞ 06:40:51356 埼玉県
395 佐々木 もも帆 ｻｻｷ ﾓﾓﾎ 06:41:50信州大学357 長野県
602 吉澤 生 ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 06:42:15358 東京都
344 星野 忠 ﾎｼﾉ ﾀﾀﾞｼ 06:42:23359 千葉県
612 星野 若菜 ﾎｼﾉ ﾜｶﾅ 06:42:23360 千葉県
247 並木 正次 ﾅﾐｷ ｼｮｳｼﾞ 06:43:45361 埼玉県
537 高橋 智子 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｺ 06:43:45362 東京都
620 小川 保彦 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋｺ 06:43:59363 東京都
595 中村 さゆり ﾅｶﾑﾗ ｻﾕﾘ 06:44:19364 東京都
311 今井 雅樹 ｲﾏｲ ﾏｻｷ 06:45:38365 東京都
346 小林 孝至 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 06:45:46ＴＡＣＹ366 長野県
359 片桐 達也 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾂﾔ 06:47:36367 東京都
318 白井 敬一 ｼﾗｲ ｹｲｲﾁ 06:47:43ＪＣＪＰＮ368 千葉県
396 佐々木 一乗 ｻｻｷ ｶｽﾞﾉﾘ 06:47:48369 千葉県
504 水野 正雄 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｵ 06:47:50どんぐり倶楽部370 千葉県
391 松沢 直也 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 06:49:59371 静岡県
686 地引 保子 ｼﾞﾋﾞｷ ﾔｽｺ 06:51:45372 東京都
554 尾垣 良祐 ｵｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 06:53:46373 長野県
275 水本 幸孝 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾕｷﾀｶ 06:54:08374 神奈川県
207 片岡 伸弥 ｶﾀｵｶ ｼﾝﾔ 06:57:15375 愛知県
506 大津 一夫 ｵｵﾂ ｶｽﾞｵ 06:57:18376 愛知県
449 松浦 喬一 ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳｲﾁ 06:57:35377 埼玉県
428 鷲尾 史彦 ﾜｼｵ ﾌﾐﾋｺ 06:59:10楽天株式会社378 埼玉県
216 石上 浩 ｲｼｶﾞﾐ ﾋﾛｼ 06:59:23379 東京都
512 石上 規子 ｲｼｶﾞﾐ ﾉﾘｺ 06:59:35380 東京都
425 福田 和史 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 06:59:47381 東京都
665 大橋 麻美 ｵｵﾊｼ ｱｻﾐ 06:59:51382 神奈川県
444 玉利 祐太朗 ﾀﾏﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 07:00:37383 東京都
674 玉利 容子 ﾀﾏﾘ ﾖｳｺ 07:00:46384 東京都
214 藤沢 美成 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｼﾅﾘ 07:04:41チーム萱野高原385 長野県
345 市川 英明 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 07:04:42チーム萱野高原386 長野県
448 清水 智也 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾅﾘ 07:04:43上伊那陸協387 長野県
220 田中 稔 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 07:04:44388 長野県
679 大西 誉嗣喜 ｵｵﾆｼ ﾖｼｷ 07:04:47389 東京都
544 沖沢 直美 ｵｷｻﾜ ﾅｵﾐ 07:08:31390 埼玉県
266 笹原 正明 ｻｻﾊﾗ ﾏｻｱｷ 07:08:32391 埼玉県
629 酒井 達 ｻｶｲ ﾄｵﾙ 07:10:34392 神奈川県
630 酒井 佐知子 ｻｶｲ ｻﾁｺ 07:10:37393 神奈川県
678 山下 上 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 07:15:42394 静岡県
513 小河 暁子 ｵｶﾞﾜ ｱｷｺ 07:19:43395 東京都
424 藤原 直樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 07:20:20396 長野県
438 小野 しず香 ｵﾉ ｼｽﾞｶ 07:20:28397 長野県
393 池田 阿弥 ｲｹﾀﾞ ｱﾔ 07:26:35なし398 神奈川県
650 池田 日向 ｲｹﾀﾞ ﾋﾅﾀ 07:26:43なし399 神奈川県
543 杉山 奈々 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾅ 07:30:27400 静岡県
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265 杉山 良太 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 07:30:29401 静岡県
337 石渡 洋考 ｲｼﾜﾀ ﾋﾛﾀｶ 07:43:23402 神奈川県
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