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No. 氏 名 カ ナ 所属クラブ名 記 録

1001 浅井 隆彦 ｱｻｲ ﾀｶﾋｺ 9:21:01

1002 Luciano Fusa Poli Luciano Fusa Poli 10:17:52

1003 高瀬 裕志 ﾀｶｾ ﾋﾛｼ 9:41:20

1004 宮城 雅貴 ﾐﾔｷﾞ ﾏｻｷ 9:40:54

1005 J H Park J H Park 8:49:12

1006 G C Park G C Park 8:44:53

1007 S R Kim S R Kim 8:49:14

1008 J Y Yoon J Y Yoon 8:34:34

1009 J S Park J S Park 8:41:48

1010 山木 康平 ﾔﾏｷ ｺｳﾍｲ グランデパール 8:36:40

1012 大木 到 ｵｵｷ ｲﾀﾙ サイクルハウスＷＩＳＨ 6:52:12

1013 山口 良彰 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ グランデパール 8:36:40

1014 上原 拓磨 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ グランデパール 8:36:38

1015 山口 昌幸 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ グランデパール 8:36:37

1016 植木 巧 ｳｴｷ ﾀｸﾐ グランデパール 8:36:40

1017 坂本 秀人 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ グランデパール 8:36:38

1018 門倉 徳彦 ｶﾄﾞｸﾗ ﾉﾘﾋｺ グランデパール 8:30:35

1019 間庭 良浩 ﾏﾆﾜ ﾖｼﾋﾛ グランデパール 8:36:40

1020 横川 博 ﾖｺｶﾜ ﾋﾛｼ サイクルハウスＷＩＳＨ 8:36:39

1021 吉田 葉南 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ サイクルハウスＷＩＳＨ 6:57:11

1022 若林 真 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ リベルタス 8:04:32

1023 渡辺 大介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ カミハギサイクル 6:46:29

1024 岩瀬 群青 ｲﾜｾ ﾓﾄﾊﾙ カミハギサイクル 6:35:59

1025 木内 麻記子 ｷｳﾁ ﾏｷｺ チームコザ 9:30:44

1026 新名 健 ｼﾝﾐｮｳ ｹﾝ ライフ ２ 8:10:24

1027 伴 茂 ﾊﾞﾝ ｼｹﾞﾙ ＬＩＦＥ，，， 8:18:32

1029 山田 行博 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ ライフ 8:17:17

1030 荻野 隆宏 ｵｷﾞﾉ ﾀｶﾋﾛ ＬＩＦＥ＃２ 8:56:10

1031 杉山 実 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾉﾙ ライフ 10:05:51

1032 鈴木 俊祐 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ ＬＩＦＥ… 9:04:30

1033 村井 大 ﾑﾗｲ ﾏｻﾙ ＬＩＦＥ，，， 10:03:24

1034 青木 宏吉 ｱｵｷ ﾋﾛﾖｼ ＬＩＦＥ，，， 9:03:17

1035 村井 資明 ﾑﾗｲ ﾓﾄｱｷ ＬＩＦＥ，，， 8:21:59

1036 坂平 創俊 ｻｶﾋﾗ ﾏｻﾄｼ ＬＩＦＥ，，， 9:10:56

1037 増田 光孝 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ ＬＩＦＥ＃２ 9:11:06

1038 木内 透 ｷｳﾁ ﾄｵﾙ チームコザ 9:31:08

1039 八木 佳彦 ﾔｷﾞ ﾖｼﾋｺ Ｌｉｆｅ，，， 8:18:33

1040 松永 正敏 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾄｼ 佐川急便 8:13:59

1041 木内 舞 ｷｳﾁ ﾏｲ チームコザ 9:31:11

1042 伴野 英嗣 ﾄﾓﾉ ｴｲｼﾞ ＣＵＢＥ 7:50:43

1043 原田 正志 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｼ ＣＵＢＥ 7:50:42

1044 平野 圭亮 ﾋﾗﾉ ｹｲｽｹ ＬＩＦＥ 8:07:11

1045 中澤 求 ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾄﾑ ＬＩＦＥ、、、 10:06:47

1046 西ヶ谷 未歩 ﾆｼｶﾞﾔ ﾐﾎ Ｌｉｆｅ，，， 8:22:19

1047 原 健二 ﾊﾗ ｹﾝｼﾞ ＬＩＦＥ、、、 8:17:50

1048 小松 美徳 ｺﾏﾂ ﾐﾉﾘ ライフ 8:23:19

1049 新明 秀之 ｼﾝﾐｮｳ ﾋﾃﾞﾕｷ ＬＩＦＥ，，， 8:56:11

1050 鈴木 秀則 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＬＩＦＥ 8:28:42

1052 矢内 正和 ﾔﾅｲ ﾏｻｶｽﾞ ｏｖｅｒーｄｏ 10:04:31

1053 八木原 悦子 ﾔｷﾞﾊﾗ ｴﾂｺ ｏｖｅｒ－ｄｏ 10:04:51
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1054 武田 信博 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ オーバードゥ 9:42:51

1055 杉村 眞吾 ｽｷﾞﾑﾗ ｼﾝｺﾞ ＯＶＥＲーＤＯ 9:42:57

1056 望月 裕一郎 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ オーバードゥ 9:47:26

1057 戸津井 佳子 ﾄﾂｲ ｹｲｺ ｏｖｅｒ－ｄｏ 9:48:45

1058 小山 奈波 ｺﾔﾏ ﾅﾅﾐ ｏｖｅｒーｄｏ 10:04:29

1059 今井 裕人 ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ ＯＶＥＲ ＤＯ 9:43:43

1060 秋山 俊 ｱｷﾔﾏ ｽｸﾞﾙ ｏｖｅｒ－ｄｏ 9:43:15

1061 齋藤 亮 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ オーバードゥー 9:43:37

1062 吉永 紀光 ﾖｼﾅｶﾞ ﾉﾘﾐﾂ スペースゼロポ 7:53:01

1063 小松 正樹 ｺﾏﾂ ﾏｻｷ スペースゼロポ 6:39:22

1064 海老原 伸俊 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞﾄｼ スペースゼロポ 7:23:59

1065 福島 隆 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ スペースゼロポ 8:01:11

1066 山上 智久 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾄﾓﾋｻ スペースゼロポ 7:58:35

1067 相沢 望 ｱｲｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ スペースゼロポ 7:58:47

1069 萬波 祐介 ﾏﾝﾅﾐ ﾕｳｽｹ スペースゼロポ 7:53:01

1070 天ヶ谷 享 ｱﾏｶﾞﾔ ﾄｵﾙ スペースゼロポ 7:56:13

1071 小川 浩太 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾀ スペースゼロポ 9:29:01

1072 大川 のりおみ ｵｵｶﾜ ﾉﾘｵﾐ スペースゼロポ 6:48:49

1073 鶴巻 聡 ﾂﾙﾏｷ ｻﾄﾙ スペースゼロポ 5:51:58

1074 大野 征樹 ｵｵﾉ ﾏｻｷ スペースゼロポ 9:25:13

1075 弓野 健人 ｷｭｳﾉ ｹﾝﾄ スペースゼロポ 6:49:30

1077 平野 延宏 ﾋﾗﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ スペースゼロポ 7:19:03

1078 薬師寺 大輔 ﾔｸｼｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ スペースゼロポ 9:25:13

1079 池田 和彦 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ スペースゼロポ 8:00:29

1080 田沢 恭彦 ﾀｻﾞﾜ ﾔｽﾋｺ スペースゼロポ 7:52:59

1081 児玉 赳生 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹｵ スペースゼロポ 7:50:08

1082 寺嶋 哲也 ﾃﾗｼﾏ ﾃﾂﾔ スペースゼロポ 6:48:55

1084 織戸 伸樹 ｵﾘﾄ ﾉﾌﾞｷ スペースゼロポ 9:09:44

1085 村木 亮平 ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾍｲ スペースゼロポイント 7:18:53

1086 岩切 玲 ｲﾜｷﾘ ﾚｲ スペースゼロポ 7:50:26

1087 福島 大 ﾌｸｼﾏ ﾀﾞｲ スペースゼロポ 7:56:22

1088 宍戸 利昭 ｼｼﾄﾞ ﾄｼｱｷ スペースゼロポ 7:50:21

1089 岩見 崇弘 ｲﾜﾐ ﾀｶﾋﾛ スペースゼロポ 7:23:27

1091 田所 彩花 ﾀﾄﾞｺﾛ ｱﾔｶ スペースゼロポ 8:08:47

1092 織戸 幸子 ｵﾘﾄ ｻﾁｺ スペースゼロポ 9:10:31

1093 安田 朋子 ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓｺ スペースゼロポ 7:51:26

1094 飯田 裕太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 7:05:20

1095 長田 広幸 ｵｻﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ＡＤＥＫＡ 6:50:30

1096 鈴木 毅 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 6:51:20

1098 長谷山 和幸 ﾊｾﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ ＫＣＴ 8:17:21

1100 松井 剛 ﾏﾂｲ ｺﾞｳ 8:46:21

1101 大石 一 ｵｵｲｼ ﾊｼﾞﾒ 6:43:27

1102 五十嵐 淳 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾂｼ ＴＨＣＲ 8:08:42

1103 恒川 和輝 ﾂﾈｶﾜ ｶｽﾞｷ 8:46:55

1104 長谷川 愛実 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲﾐ ヘトヘトクラブ 8:27:01

1105 龍池 哲也 ﾘｭｳﾁ ﾃﾂﾔ 7:57:23

1106 横山 達也 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂﾔ 9:57:42

1107 中里 利之 ﾅｶｻﾞﾄ ﾄｼﾕｷ 8:02:32

1108 本山 昌克 ﾓﾄﾔﾏ ﾏｻｶﾂ 6:01:35

1109 森山 正治 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ ヘトヘトクラブ 8:23:25
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1110 宍戸 国雄 ｼｼﾄﾞ ｸﾆｵ 8:22:32

1111 廣井 雅人 ﾋﾛｲ ﾏｻﾄ 6:38:26

1112 松原 徹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ オーベスト 8:12:23

1113 田中 遼平 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ 8:13:35

1114 北條 智宏 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓﾋﾛ 6:59:21

1115 渡辺 賢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 7:22:05

1116 吉田 伸一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 5:54:47

1118 伊藤 宣之 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ ＱＴＥＣＨＮＯ 7:19:17

1120 鈴木 洸介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 8:18:13

1121 久保 敦 ｸﾎﾞ ｱﾂｼ 8:13:50

1122 川崎 俊雄 ｶﾜｻｷ ﾄｼｵ ＣＣＹＯＵ 5:41:13

1123 城納 巌典 ｼﾞｮｳﾉｳ ﾐﾈﾉﾘ 7:55:35

1124 田辺 満 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 9:05:53

1125 小松 砂織 ｺﾏﾂ ｻｵﾘ 8:16:22

1128 加藤 三規宏 ｶﾄｳ ﾐｷﾋﾛ 8:15:03

1129 小坂 芳広 ｺｻｶ ﾖｼﾋﾛ 8:32:11

1130 海老原 貴弘 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 6:21:01

1131 本間 亮也 ﾎﾝﾏ ﾘｮｳﾔ 6:15:56

1132 小松 潤 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 7:41:44

1133 戸塚 幸生 ﾄﾂｶ ｻﾁｵ 6:31:01

1134 鈴木 慶一 ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ 7:26:11

1135 田渕 也寸志 ﾀﾌﾞﾁ ﾔｽｼ 9:24:04

1136 太田 瑞帆 ｵｵﾀ ﾐｽﾞﾎ 8:51:56

1138 西川 昌樹 ﾆｼｶﾜ ﾏｻｷ 7:59:29

1139 藤森 康郎 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔｽｵ クアンタム 7:05:26

1140 栃堀 景 ﾄﾁﾎﾞﾘ ｹｲ クアンタム 9:31:45

1141 朝比奈 敏雄 ｱｻﾋﾅ ﾄｼｵ 食う寝る走る 9:15:23

1142 中山 一樹 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 7:26:59

1145 北島 正治 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 日本郵便 9:29:19

1147 永田 敏雄 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼｵ 6:21:39

1148 斎正 高志 ｻｲｼｮｳ ﾀｶｼ 8:36:56

1149 長田 光司 ｵｻﾀﾞ ｺｳｼﾞ 7:40:06

1150 宮村 浩平 ﾐﾔﾑﾗ ｺｳﾍｲ ＫＯＧＭＡ－Ｒ 9:07:41

1151 久下谷 任祥 ｸｶﾞﾔ ﾋﾃﾞｱｷ ＳＢＣ湘南藤沢 9:01:53

1152 副島 直幸 ｿｴｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ 7:46:09

1153 横幕 浩宜 ﾖｺﾏｸ ﾋﾛﾉﾌﾞ ＣＣＹＯＵ 8:17:45

1154 赤澤 正人 ｱｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 6:02:22

1155 安川 克也 ﾔｽｶﾜ ｶﾂﾔ ベース 8:08:43

1156 田村 亮 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 9:19:20

1157 鈴木 みゆき ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ 8:11:31

1158 小林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ コグマ 9:07:45

1159 後藤 哲哉 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ えるそらカイラ 8:29:37

1160 羽田野 千晶 ﾊﾀﾉ ﾁｱｷ 9:07:39

1161 羽田野 恭司 ﾊﾀﾉ ﾔｽｼ 9:07:39

1163 河西 謙次 ｶﾜﾆｼ ｹﾝｼﾞ ＣＣＹＯＵ 7:09:37

1164 大野 浩一 ｵｵﾉ ｺｳｲﾁ 7:28:46

1165 掛下 育男 ｶｹｼﾀ ｲｸｵ 6:37:56

1166 宮脇 満 ﾐﾔﾜｷ ﾐﾂﾙ ＯＴＣ 6:52:35

1168 中村 正彦 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 8:13:11

1169 米山 徹 ﾖﾈﾔﾏ ﾄｵﾙ へこきむし 7:58:58
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1171 田島 秀男 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 7:19:42

1172 鈴木 美智子 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｺ 6:21:44

1173 河野 将貴 ｺｳﾉ ﾏｻﾀｶ 6:35:05

1175 佐藤 壮一 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ 横自 8:49:40

1177 瀬戸 啓史 ｾﾄ ﾋﾛﾌﾐ 横自 9:02:11

1179 尾花 修一 ｵﾊﾞﾅ ｼｭｳｲﾁ 9:36:26

1182 内田 英樹 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ＫＩＣＯＲＩ 6:21:38

1183 川添 晃寛 ｶﾜｿﾞｴ ｱｷﾋﾛ 9:09:53

1184 牛田 良仁 ｳｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 7:37:46

1185 大柴 和英 ｵｵｼﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 8:19:59

1186 古平 圭吾 ｺﾀﾞｲﾗ ｹｲｺﾞ 6:21:01

1187 村松 孝容 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾖｼ 鉄組 6:59:58

1188 浅場 誠 ｱｻﾊﾞ ﾏｺﾄ ＳＢＣ横浜戸塚 8:28:58

1190 工藤 猛司 ｸﾄﾞｳ ﾀｹｼ 7:38:35

1191 小林 豊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 5:51:50

1192 齋藤 多嘉志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 8:28:59

1194 本 章宏 ﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 7:45:00

1196 佐藤 寿夫 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 6:58:11

1197 奥野 雅彦 ｵｸﾉ ﾏｻﾋｺ 7:59:06

1198 石井 浩二 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ 株式会社秀光 6:42:58

1201 大須賀 秀禎 ｵｵｽｶﾞ ﾋﾃﾞｻﾀﾞ 株式会社秀光 8:20:02

1202 花香 隆之 ﾊﾅｶ ﾀｶﾕｷ 株式会社秀光 7:48:18

1203 大谷 宗之 ｵｵﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ フェイムス 7:40:57

1204 岩本 義之 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 7:22:54

1205 松渕 善之 ﾏﾂﾌﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 湘南浪漫 9:27:21

1206 南 ゆかり ﾐﾅﾐ ﾕｶﾘ 9:22:56

1207 長谷川 綾 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 現人レーシング 8:58:27

1209 南 宣吉 ﾐﾅﾐ ﾉﾌﾞﾖｼ 9:22:55

1210 山口 修 ﾔﾏｸﾞﾁ ｵｻﾑ 横自 9:07:34

1211 鈴木 幸二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 7:58:45

1212 田島 慶一 ﾀｼﾞﾏ ｹｲｲﾁ 横浜自転車倶楽 9:03:17

1214 宮水 一男 ﾐﾔﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ 9:17:17

1215 桜井 博幸 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 8:21:45

1216 山田 英夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ ミカボクラブ 6:24:11

1217 山崎 正博 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ エスプレッソ 8:30:05

1218 深町 洋介 ﾌｶﾏﾁ ﾖｳｽｹ エスプレッソ 8:33:27

1219 西川 裕二 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 7:59:28

1220 池田 亘 ｲｹﾀﾞ ﾜﾀﾙ とんべぇＲＣ 6:04:45

1221 柏岡 潤二 ｶｼｵｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ 7:44:44

1222 小椋 正博 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ Ａｚｚｕｒｒｏ 6:49:52

1223 冨田 大輔 ﾄﾐﾀ ﾀﾞｲｽｹ チーム畦道 7:26:10

1224 大杉 成実 ｵｵｽｷﾞ ﾅﾙﾐ 7:47:47

1226 野口 英男 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ ＣｌｕｂＮｏｔ 9:25:59

1227 定岡 聖二 ｻﾀﾞｵｶ ﾏｻﾂｸﾞ Ｃｌｕｂｎｏｔ 9:21:08

1228 小口 宏 ｵｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 名古屋大学 6:53:06

1230 氏家 成彰 ｳｼﾞｲｴ ﾅﾘｱｷ 7:06:57

1231 有馬 吉弘 ｱﾘﾏ ﾖｼﾋﾛ スーパースリー 9:37:46

1232 竹花 済 ﾀｹﾊﾅ ﾜﾀﾙ 共栄製作所 8:50:53

1233 田村 友二 ﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 9:08:14

1234 五十嵐 克英 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾂﾋﾃﾞ チームＦ 9:12:16
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1235 片山 智之 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 7:10:01

1236 柴田 晃宏 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 8:04:28

1237 石田 智信 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 8:08:38

1238 平野 皓資 ﾋﾗﾉ ｺｳｽｹ 8:04:27

1239 小笠原 利一 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｲﾁ チームＦ 9:12:17

1241 青田 豊司 ｱｵﾀ ｱﾂｼ 6:22:00

1242 高須 啓司 ﾀｶｽ ｹｲｼﾞ 8:34:57

1243 吉村 洋一 ﾖｼﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 8:03:48

1246 田村 俊隆 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾀｶ 7:45:37

1247 長島 淳二 ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 6:28:14

1248 平野 勝男 ﾋﾗﾉ ｶﾂｵ チーム多摩にゅ 7:25:24

1249 山形 英毅 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 7:44:09

1250 堀 卓司 ﾎﾘ ﾀｸｼﾞ 6:50:05

1251 土方 健一 ﾋｼﾞｶﾀ ｹﾝｲﾁ 6:31:48

1252 今井 拓 ｲﾏｲ ﾀｸ 8:50:56

1253 松倉 禎生 ﾏﾂｸﾗ ｻﾀﾞｵ ＢＥＥＲＳ 7:26:57

1254 井上 和司 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｼ 6:59:34

1255 井ノ口 靖太郎 ｲﾉｸﾁ ｾｲﾀﾛｳ 8:20:01

1257 佐藤 建一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 7:27:16

1258 佐々木 孝 ｻｻｷ ﾀｶｼ 多摩にゅ 7:26:51

1260 山内 真次郎 ﾔﾏｳﾁ ｼﾝｼﾞﾛｳ チームたまにゅ 7:22:09

1261 青柳 政浩 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾋﾛ うさぎ３ 8:34:51

1263 橋本 隆 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ 多摩にゅ 7:19:43

1266 伊藤 嘉記 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ ＳＵＣＣＯＢ 8:42:17

1267 植田 哲弘 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 7:45:01

1268 行友 雅徳 ﾕｷﾄﾓ ﾏｻﾉﾘ 8:03:50

1269 今泉 建悟 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝｺﾞ 5:40:52

1270 志村 喬史 ｼﾑﾗ ﾀｶｼ 長岡技科大 8:51:33

1271 桂田 良 ｶﾂﾗﾀﾞ ﾘｮｳ ＲＯＢ 9:34:02

1272 篠崎 達貴 ｼﾉｻﾞｷ ﾀﾂｷ 8:47:50

1273 佐藤 幸司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ ＢＥＥＲＳ 6:52:34

1274 松尾 敏幸 ﾏﾂｵ ﾄｼﾕｷ ＢＥＥＲＳ 6:51:25

1275 小曽納 正明 ｵｿﾉｳ ﾏｻｱｷ 8:36:59

1276 藤本 遊 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳ 8:55:57

1277 田中 裕介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 7:55:32

1278 里西 明夫 ｻﾄﾆｼ ｱｷｵ 6:23:35

1279 辰己 和正 ﾀﾂﾐ ｶｽﾞﾏｻ 7:38:09

1283 鈴木 光郎 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｵ ハムちゃんず 7:08:24

1284 山口 健吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｺﾞ バイクルムシン 8:03:52

1285 野田 真一 ﾉﾀﾞ ｼﾝｲﾁ ＴＥＡＭＭＡＤ 5:02:58

1286 若林 伸行 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ フラシーボ 8:00:06

1287 黒木 勝人 ｸﾛｷ ｶﾂﾋﾄ 8:41:15

1288 東山 隆史 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀｶｼ 富士工器 6:09:46

1289 土地 清隆 ﾄﾞﾁ ｷﾖﾀｶ 8:00:15

1290 小暮 直子 ｺｸﾞﾚ ﾅｵｺ 9:08:31

1291 斎木 勝 ｻｲｷ ﾏｻﾙ 横自倶楽部 8:55:38

1294 山本 誠司 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 青山双輪会 9:27:31

1295 永山 博隆 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 6:03:39

1296 梶原 秀雄 ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 海底人８８２３ 7:03:01

1297 廣作 拓郎 ﾋﾛｻｸ ﾀｸｵ 青山双輪會 9:27:15
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1298 渡邉 浩延 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ バイクルムシン 8:03:51

1299 宮原 一朗 ﾐﾔﾊﾗ ｶﾂﾞｦ 6:29:15

1300 堂前 恵市 ﾄﾞｳﾏｴ ｹｲｲﾁ 8:40:10

1301 大川 聡 ｵｵｶﾜ ｻﾄｼ 7:35:34

1302 藤井 卓弥 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾔ ＢＥＥＲＳ 7:30:02

1303 中山 裕天 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ ゴリラ部 9:08:53

1304 西谷 玄 ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝ 9:14:54

1305 張川 公志 ﾊﾘｶﾜ ｺｳｼﾞ 6:41:45

1306 竹田 雅明 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｱｷ チーム茶畑 9:09:34

1307 竹澤 智 ﾀｹｻﾞﾜ ｻﾄｼ 6:46:34

1308 中島 享 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾗ 9:52:29

1309 仮屋園 周一 ｶﾘﾔｿﾞﾉ ｼｭｳｲﾁ ＢＥＥＲＳ 6:52:34

1310 森田 修康 ﾓﾘﾀ ﾉﾌﾞﾔｽ チーム茶畑 9:09:46

1311 香椎 健 ｶｼｲ ﾀｹｼ ＲＤＢ 8:37:33

1313 石田 直紀 ｲｼﾀﾞ ﾅｵｷ チーム茶畑 9:09:31

1314 青木 一明 ｱｵｷ ｶｽﾞｱｷ チーム茶畑 9:09:35

1315 内藤 芳之 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ エスプレッソ 8:29:44

1316 鈴木 君尚 ｽｽﾞｷ ｷﾐﾋｻ エスプレッソ 8:26:57

1317 鈴木 雅浩 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 8:27:40

1318 鈴木 由美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 8:27:39

1319 日比野 健 ﾋﾋﾞﾉ ﾀｹｼ 7:11:01

1320 吉田 恵理 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ ＳＤ２６ 9:07:46

1321 梅原 浩一郎 ｳﾒﾊﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ バリスライド 8:17:05

1322 海野 芳敬 ｳﾝﾉ ﾖｼﾀｶ 9:14:54

1323 古川 彰俊 ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾄｼ 赤い彗星 5:49:22

1324 古池 邦彦 ｺｲｹ ｸﾆﾋｺ 6:56:48

1325 田中 洋介 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ チーム茶畑 9:10:18

1326 矢島 雄一郎 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 横自 9:15:32

1327 石井 淳司 ｲｼｲ ｱﾂｼ チーム茶畑 9:09:24

1328 望月 勝利 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾂﾄｼ チーム茶畑 9:09:43

1329 宮坂 寛 ﾐﾔｻｶ ﾋﾛｼ 8:26:37

1331 本田 裕人 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ オバラ 9:47:58

1332 古瀬 克平 ﾌﾙｾ ｶｯﾍﾟｲ 9:42:52

1333 中山 秀幸 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 7:49:09

1334 栗田 義明 ｸﾘﾀ ﾖｼｱｷ ダイレイ 6:22:00

1335 橋本 渡 ﾊｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ ＣＯＲＲＥＲＥ 6:20:53

1336 篠田 貴弘 ｼﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ Ｎーｊｉｍａ 8:15:35

1337 藤島 岳彦 ﾌｼﾞｼﾏ ﾀｹﾋｺ 6:29:07

1338 臼井 喜一 ｳｽｲ ｷｲﾁ 9:21:53

1339 田代 欽造 ﾀｼﾛ ｷﾝｿﾞｳ 7:47:46

1340 高澤 和永 ﾀｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾅｶﾞ ピアチェーレ 7:55:42

1342 君塚 尚士 ｷﾐﾂﾞｶ ﾋｻｼ フレンド商会善 7:58:41

1343 塚野 和弘 ﾂｶﾉ ｶｽﾞﾋﾛ ＲＤＢ 8:34:04

1345 阿部 久男 ｱﾍﾞ ﾋｻｵ ミヨタＡＣ 9:02:39

1346 田辺 昌徳 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 9:08:30

1347 秋田 雅代 ｱｷﾀ ﾏｻﾖ 8:44:01

1348 松江 秀也 ﾏﾂｴ ﾋﾃﾞﾅﾘ たまれん 9:15:35

1349 桑原 敏昭 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄｼｱｷ 8:08:42

1350 鈴木 栄太郎 ｽｽﾞｷ ｴｲﾀﾛｳ ノバルティス 7:58:46

1351 御処野 将 ｺﾞｼｮﾉ ﾏｻｼ 晴嵐 6:26:53
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1354 鈴木 郁 ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ 7:05:20

1356 江川 貴裕 ｴｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 三工社 7:51:41

1357 中村 達弥 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ 晴嵐 6:56:22

1358 立原 正俊 ﾀﾁﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 7:09:04

1359 戸塚 優月 ﾄﾂｶ ﾕﾂﾞｷ 6:30:59

1360 近藤 豪 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 晴嵐 6:25:25

1361 中山 武仁 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋﾄ 倶楽部ノット 9:21:41

1362 高橋 誠一 ﾀｶﾊｼ ｾｲｲﾁ 7:10:19

1363 中島 正登 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 6:23:56

1365 岡野 雅章 ｵｶﾉ ﾏｻｱｷ マスコ 7:53:18

1366 照井 祐治 ﾃﾙｲ ﾕｳｼﾞ Ｂｅａｃｈ 4:42:11

1367 津田 和宏 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 大王 7:34:13

1368 大西 翔一郎 ｵｵﾆｼ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 8:57:14

1369 杉浦 公治 ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｼﾞ 8:02:55

1371 尾上 真也オノウエ ｵﾉｳｴ ｼﾝﾔ Ｃ．Ｃ．ＹＯＵ 8:17:03

1372 湯浅 純 ﾕｱｻ ｱﾂｼ ペダリスト 7:54:39

1374 野澤 健太 ﾉｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 7:32:20

1375 佐藤 唯史 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 晴嵐 7:01:24

1376 上野 敦 ｳｴﾉ ｱﾂｼ 8:22:46

1377 遠藤 靖 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽｼ 5:43:36

1379 平田 紀子 ﾋﾗﾀ ﾉﾘｺ 7:01:24

1381 田中 康裕 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 自由輪 5:43:48

1384 永谷 智広 ﾅｶﾞﾔ ﾄﾓﾋﾛ 8:33:11

1385 柿本 隆生 ｶｷﾓﾄ ﾀｶｵ 8:59:29

1386 小川 雅子 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｺ 9:00:58

1388 太田 将 ｵｵﾀ ﾏｻﾙ アセント 9:14:02

1390 廣田 和夫 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞｵ 9:46:16

1391 佐海 志行 ｻｶｲ ｼｺｳ ＪＰＢＳ 8:15:54

1393 常木 孝彦 ﾂﾈｷ ﾀｶﾋｺ 7:01:52

1394 長井 純平 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ＥＣＬ 7:44:18

1395 坂越 健一 ｻｶｺﾞｼ ｹﾝｲﾁ 8:18:23

1396 服部 将登 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾉﾘ 8:29:44

1397 黒巣 武博 ｸﾛｽ ﾀｹﾋﾛ 6:02:25

1398 藤間 一郎 ﾌｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 8:12:44

1399 鈴木 将敏 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 7:55:41

1400 近藤 毅 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 7:48:54

1401 小池 達也 ｺｲｹ ﾀﾂﾔ チーム茶畑 9:09:44

1402 奥平 勇 ｵｸﾀﾞｲﾗ ｲｻﾑ 8:06:19

1404 藤本 昌弘 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 8:59:41

1406 根岸 克行 ﾈｷﾞｼ ｶﾂﾕｷ 9:19:57

1407 岸本 勝利 ｷｼﾓﾄ ｶﾂﾄｼ 6:38:27

1408 小池 哲志 ｺｲｹ ﾃﾂｼ 8:26:10

1409 上條 光大 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾂﾋﾛ ＢＥＥＲＳ 6:34:17

1410 秋山 正実 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾐ 7:30:02

1411 若松 哲臣 ﾜｶﾏﾂ ﾃﾂｵﾐ 8:55:16

1412 関根 俊之 ｾｷﾈ ﾄｼﾕｷ 7:28:50

1413 松崎 章 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｷﾗ 8:11:01

1414 樋熊 正人 ﾋｸﾏ ﾏｻﾄ 5:24:06

1415 土谷 紀晶 ﾂﾁﾔ ﾉﾘｱｷ 9:27:57

1416 田坂 優好 ﾀｻｶ ﾏｻﾖｼ 7:28:15
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1417 中野 敬介 ﾅｶﾉ ｹｲｽｹ 8:44:44

1418 小林 茂 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ 駒草走友会 9:13:43

1419 福島 三良 ﾌｸｼﾏ ﾐﾂﾖｼ 7:29:19

1420 増永 信之 ﾏｽﾅｶﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 8:19:29

1421 藤沼 勝 ﾌｼﾞﾇﾏ ﾏｻﾙ 9:41:28

1422 宮崎 智明 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ 9:56:29

1423 中村 元 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 8:15:12

1424 林 義博 ﾊﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 7:45:53

1425 佐々木 太郎 ｻｻｷ ﾀﾛｳ 竹丘自転車部 9:48:57

1426 濱本 静夫 ﾊﾏﾓﾄ ｼｽﾞｵ 6:40:22

1427 稲葉 慎治 ｲﾅﾊﾞ ｼﾝｼﾞ 9:08:52

1429 松原 浩二 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 7:55:46

1430 上田 幸治 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 9:36:38

1431 里見 竹永 ｻﾄﾐ ﾀｹﾋｻ 7:29:26

1432 磯田 浩一 ｲｿﾀﾞ ｺｳｲﾁ 9:06:58

1434 藤澤 良介 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛知製鋼 8:16:27

1435 長谷川 和信 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 8:04:40

1436 渡辺 秀正 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ 8:17:34

1438 根本 学 ﾈﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 8:45:28

1439 増澤 和彦 ﾏｽｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ こばちゃＢ 9:12:12

1442 田中 栄樹 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ 8:28:01

1444 森山 孝明 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼｱｷ ＳＵＢＡＲＵ 7:49:53

1445 斎藤 雅英 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ ＡＶＡ 7:28:31

1446 古明地 玄 ｺﾒｲｼﾞ ｹﾞﾝ 7:58:08

1447 峠 篤史 ﾄｳｹﾞ ｱﾂｼ ＡＧＣＣ 9:00:26

1448 石原 和幸 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 8:40:35

1449 小林 禎宗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 9:06:47

1451 大橋 和弘 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 9:25:21

1452 青木 正 ｱｵｷ ﾀﾀﾞｼ ＴＩＰＳ 9:13:51

1453 竹村 尚司 ﾀｹﾑﾗ ﾋｻｼ 9:31:12

1455 川島 繁男 ｶﾜｼﾏ ｼｹﾞｵ 8:00:39

1456 千葉 達也 ﾁﾊﾞ ﾀﾂﾔ 7:26:07

1457 横山 敦史 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｼ 9:00:38

1459 山田 昇 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 6:56:59

1460 大友 洋明 ｵｵﾄﾓ ﾋﾛｱｷ 9:45:45

1461 岩瀬 賢一 ｲﾜｾ ｹﾝｲﾁ 6:51:12

1462 小島 勇人 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞﾝ 9:38:40

1463 笹井 康弘 ｻｻｲ ﾔｽﾋﾛ 9:55:27

1464 高田 真督 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｽｹ バイクルムシン 8:03:52

1466 関口 春樹 ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 8:04:35

1467 荻野 利和 ｵｷﾞﾉ ﾄｼｶｽﾞ 6:06:44

1468 松尾 寿和 ﾏﾂｵ ﾄｼｶｽﾞ 8:09:03

1469 菅谷 武史 ｽｶﾞﾔ ﾀｹｼ 9:03:57

1470 真辺 賢哉 ﾏﾅﾍﾞ ｹﾝﾔ 駒草走友会 9:05:04

1472 中上 裕介 ﾅｶｳｴ ﾕｳｽｹ 9:26:02

1473 鳥居塚 寛 ﾄﾘｲﾂﾞｶ ﾋﾛ 7:58:32

1474 小延 裕之 ｺﾉﾌﾞ ﾋﾛﾕｷ 8:36:36

1476 市田 哲郎 ｲﾁﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 7:28:42

1477 大野 暁 ｵｵﾉ ｱｷﾗ 8:03:37

1478 深田 邦彦 ﾌｶﾀﾞ ｸﾆﾋｺ ストラーダ 6:48:51
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1479 中川 亘 ﾅｶｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 9:42:30

1480 中澤 直樹 ﾅｶｻﾞﾜ ﾅｵｷ オカダマン 8:02:44

1481 長嶋 文一郎 ﾅｶﾞｼﾏ ﾌﾞﾝｲﾁﾛｳ ピアチェーレ 6:11:21

1482 星野 一人 ﾎｼﾉ ｶｽﾞﾄ 希望館 6:44:06

1483 元島 丈明 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀｹｱｷ ＴｅａｍＣＣｙ 6:23:51

1484 中川 誠一 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ 8:39:45

1486 石川 義人 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾄ ＴＢＲＣ 9:08:32

1489 長谷川 拓二 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸｼﾞ 7:07:35

1490 坂本 尚康 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾔｽ 5:49:11

1492 斎藤 嘉一郎 ｻｲﾄｳ ﾖｼｲﾁﾛｳ 7:09:06

1493 本美 和樹 ﾎﾝﾐ ｶｽﾞｷ ピナクラブ 8:04:07

1494 近藤 晴崇 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾀｶ 6:28:55

1495 由木 太一 ﾕｷ ﾀｲﾁ 現人レーシング 8:58:48

1496 松田 正樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｷ 山梨大学 9:39:09

1497 山川 雅弘 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 初トラ 7:30:08

1498 鈴木 哲也 ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ 8:03:16

1499 岡田 彰二 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ ベアバレ 8:03:35

1502 清水 謙二 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 6:19:36

1503 横須賀 恒夫 ﾖｺｽｶ ﾖｼｵ 8:07:53

1504 田中 潤 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ Ａ．Ｖ．Ａ 7:28:28

1505 堤 達彦 ﾂﾂﾐ ﾀﾂﾋｺ ぽこあぽこぽこ 7:19:47

1506 横田 至 ﾖｺﾀ ｲﾀﾙ 7:00:25

1507 柴田 敬 ｼﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 7:29:38

1508 志田 雄司 ｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 7:33:22

1509 春田 裕典 ﾊﾙﾀ ﾋﾛﾉﾘ ＮＵＣＲＣＣ 7:55:42

1510 下間 敬之 ｼﾓﾏ ﾀｶﾕｷ シンプレックス 5:25:50

1512 丸山 徳王 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾘｵ 8:24:50

1513 山崎 亜矢子 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｺ 8:56:29

1514 西 宏幸 ﾆｼ ﾋﾛﾕｷ 9:18:53

1516 杉本 靖夫 ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽｵ 6:14:34

1518 後藤 寛 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 7:39:39

1519 荒井 宣善 ｱﾗｲ ﾉﾘﾖｼ 自由輪倶楽部 7:19:08

1521 伊藤 竜平 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾍｲ 現人レーシング 8:58:27

1523 井出 雅久 ｲﾃﾞ ﾏｻﾋｻ 8:55:23

1524 小川 恒星 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 9:08:38

1526 堤 紀子 ﾂﾂﾐ ﾉﾘｺ 7:54:34

1527 鈴木 誠一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 8:29:59

1528 玉城 祥啓 ﾀﾏｼﾛ ﾖｼﾋﾛ 8:27:33

1529 斉藤 修 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 8:27:50

1531 八木 義明 ﾔｷﾞ ﾖｼｱｷ 8:01:20

1532 成松 泰宏 ﾅﾘﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ シャーク 8:16:38

1533 安井 章 ﾔｽｲ ｱｷﾗ アイディー 8:45:46

1535 城和 慶 ｼﾛﾜ ｹｲ 9:48:15

1536 村松 秀昭 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾃﾞｱｷ 8:38:22

1537 外輪 千明 ｿﾄﾜ ﾁｱｷ ソトワール 9:04:04

1538 滝 健志 ﾀｷ ﾀｹｼ Ｅソトワール 9:04:08

1539 三枝 正幸 ｻｴｸﾞｻ ﾏｻﾕｷ 9:10:14

1540 宮内 勝久 ﾐﾔｳﾁ ｶﾂﾋｻ 八ヶ岳自転車 6:15:09

1541 水谷 拓志 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸｼﾞ 青山双輪會 9:27:32

1542 青山 真吾 ｱｵﾔﾏ ｼﾝｺﾞ ＴＢＲＣ 9:08:19
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1543 前木場 健一 ﾏｴｺﾊﾞ ｹﾝｲﾁ 9:15:49

1544 永沼 健一 ﾅｶﾞﾇﾏ ｹﾝｲﾁ 西明日香ちゃん 6:46:50

1546 相澤 俊秀 ｱｲｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 8:34:57

1547 宮下 祐一 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｲﾁ 9:03:58

1548 奥田 拓人 ｵｸﾀﾞ ﾀｸﾄ 現人レーシング 8:58:46

1549 松永 有史 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾘﾌﾞﾐ 8:24:43

1550 歌田 篤 ｳﾀﾀﾞ ｱﾂｼ 8:30:54

1551 荒井 富男 ｱﾗｲ ﾄﾐｵ 8:25:53

1552 大野 芳正 ｵｵﾉ ﾖｼｵ ピアチェーレ 7:06:13

1553 岩崎 智夫 ｲﾜｻｷ ﾄﾓｵ 7:32:13

1554 福山 雅也 ﾌｸﾔﾏ ﾏｻﾔ 7:53:18

1555 北原 正俊 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 6:38:44

1556 竹村 年生 ﾀｹﾑﾗ ﾄｼｵ 7:54:05

1557 加藤 進 ｶﾄｳ ｽｽﾑ 9:02:20

1558 石山 哲 ｲｼﾔﾏ ｻﾄｼ 7:56:02

1559 大工 篤男 ｵｵﾀｸﾐ ﾄｸｵ 8:50:01

1560 金子 壮登 ｶﾈｺ ﾏｻﾄ 8:53:29

1561 若松 洋宇 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾛﾀｶ 8:21:26

1562 上田 晃裕 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ＴＢＲＣ 9:08:19

1563 鈴木 陽大 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 9:03:56

1564 中田 暢大 ﾅｶﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 8:17:46

1565 秋山 智秀 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾋﾃﾞ 9:24:51

1566 高見澤 圭佑 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 旭硝子 7:12:00

1568 馬淵 敬祐 ﾏﾌﾞﾁ ｹｲｽｹ 東邦大自転車部 8:54:33

1569 今泉 瑛 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｷﾗ 9:42:40

1570 金澤 英雄 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ 9:34:25

1571 渡邉 武 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ サーブコープ 8:05:29

1572 田中 正浩 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 9:26:27

1573 倉持 公一 ｸﾗﾓﾁ ｺｳｲﾁ 7:23:35

1574 丸山 貴正 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾏｻ 8:24:47

1576 三井 正勝 ﾐｲ ﾏｻｶﾂ 5:52:23

1577 佐々木 雄一 ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 8:09:04

1579 橋本 真紀夫 ﾊｼﾓﾄ ﾏｷｵ 5:06:06

1580 大倉 輝和 ｵｵｸﾗ ﾃﾙｶｽﾞ Ｂｌｅｕ 7:41:52

1582 川村 亮介 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 現人レーシング 8:58:49

1583 榎本 光一郎 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｲﾁﾛｳ ナビコム 9:15:38

1584 東 瑞貴 ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞﾀｶ 5:28:52

1585 大野 洋一郎 ｵｵﾉ ﾖｳｲﾁﾛｳ ＦＬＲＣ 8:05:21

1586 清水 賢治 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 8:22:05

1587 相田 一成 ｱｲﾀ ｶｽﾞﾅﾘ ＪＳＲメビウス 7:04:33

1588 妹尾 浩司 ｾﾉｵ ｺｳｼﾞ 7:12:31

1589 川村 進太郎 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 9:02:54

1590 野澤 二郎 ﾉｻﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 八ヶ岳千ｍ 6:43:54

1591 杉浦 慎平 ｽｷﾞｳﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 8:53:30

1592 今福 茂樹 ｲﾏﾌｸ ｼｹﾞｷ 8:20:51

1593 関口 昌弘 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ＣＥ自転車部 9:13:55

1594 倉井 一臣 ｸﾗｲ ｶｽﾞｵﾐ 5:06:02

1597 松尾 修作 ﾏﾂｵ ｼｭｳｻｸ 現人レーシング 8:53:35

1598 福本 憲太郎 ﾌｸﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 7:17:04

1599 江見 浩一 ｴﾐ ｺｳｲﾁ 6:38:25
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1600 深浦 謙佑 ﾌｶｳﾗ ｹﾝｽｹ 中央設備 9:16:50

1601 田中 伸一 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ ミストラル 6:37:16

1602 浅井 侯序 ｱｻｲ ﾖｼﾂｸﾞ ミストラル 9:01:29

1603 服部 敦士 ﾊｯﾄﾘ ｱﾂｼ 7:13:45

1604 鶴丸 倫太郎 ﾂﾙﾏﾙ ﾘﾝﾀﾛｳ チームケンズ 8:46:41

1605 岡田 雅生 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｷ びちおかだまん 8:02:44

1606 内田 達也 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ 9:40:28

1607 大谷 明典 ｵｵﾀﾆ ｱｷﾉﾘ 9:26:44

1608 家田 雄一郎 ｲｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 9:50:51

1609 久保田 紀成 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼﾅﾘ 9:46:46

1610 西田 薫 ﾆｼﾀﾞ ｶｵﾙ 竹内サイクリン 8:21:45

1611 大畠 昭彦 ｵｵﾊﾀ ｱｷﾋｺ 5:31:11

1614 三好 正一 ﾐﾖｼ ｾｲｲﾁ ミヨシ 8:04:43

1615 海野 大輔 ｳﾝﾉ ﾀﾞｲｽｹ 9:02:35

1618 田中 源彦 ﾀﾅｶ ﾓﾄﾋｺ アスタナカ 7:35:41

1619 高橋 遼 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 9:12:16

1620 野津 保志 ﾉﾂﾞ ﾔｽｼ ＤＡＤＤＹ 8:26:43

1621 中村 優人 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ ＣＥ 9:06:27

1622 芭蕉 輝行 ﾊﾞｼｮｳ ﾃﾙﾕｷ 5:46:01

1623 福本 芳典 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 8:09:39

1624 岡野 卓郎 ｵｶﾉ ﾀｸﾛｳ 6:35:02

1625 有泉 末広 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｽｴﾋﾛ 櫛形陸上部 5:20:22

1626 山田 佳男 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｵ 6:31:15

1628 後藤 崇 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ ミストラル 9:10:01

1629 田畑 和哉 ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 現人レーシング 8:58:26

1630 垣中 まゆみ ｶｷﾅｶ ﾏﾕﾐ 8:22:26

1631 諸星 佑輔 ﾓﾛﾎｼ ﾕｳｽｹ 9:50:23

1632 清川 弘和 ｷﾖｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ チームＴＫＴＫ 8:22:46

1633 谷口 豪章 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 大人チャリ部 9:34:34

1634 山本 信 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 8:00:18

1635 後藤 哲也 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ ＤＡＤＤＹ 8:32:52

1636 仲村 雅巳 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾐ 6:32:43

1637 遠藤 亮治 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｼﾞ 7:34:45

1638 清水 智成 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾅﾘ チーム萱野高原 8:17:21

1639 藤田 圭佑 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ ミストラル 7:05:10

1640 堀井 康博 ﾎﾘｲ ﾔｽﾋﾛ 8:01:28

1641 本多 剛史 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶｼ チーム多魔辺 9:24:12

1642 北内 直人 ｷﾀｳﾁ ﾅｵﾄ 6:41:26

1643 金芳 勇生 ｶﾈﾖｼ ﾕｳｷ 7:47:34

1644 神本 博勝 ｶﾐﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 7:47:36

1645 中津川 彰 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｱｷﾗ 9:53:56

1646 関 刀志克 ｾｷ ﾄｼｶﾂ 8:32:45

1647 林 聖悟 ﾊﾔｼ ｾｲｺﾞ 8:03:33

1648 中奥 和文 ﾅｶｵｸ ｶｽﾞﾌﾐ 8:32:36

1649 船澤 幸樹 ﾌﾅｻﾞﾜ ｺｳｷ 4:33:34

1650 岡田 仁志 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 7:23:55

1651 森 浩輔 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 7:00:50

1652 斎藤 洋文 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾞﾐ 8:05:40

1654 三枝 大悟 ｻｲｸﾞｻ ﾀﾞｲｺﾞ 7:50:12

1655 田中 晃平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 8:32:26
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1657 茂木 大夢 ﾓｷﾞ ﾋﾛﾑ 8:58:26

1658 小澤 寛徳 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 人力二輪道 6:30:28

1659 斉藤 和男 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 9:10:40

1660 庄司 剛 ｼｮｳｼﾞ ｺﾞｳ しびれ隊 7:33:58

1661 鈴木 一 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞ 8:47:55

1662 秋元 徹 ｱｷﾓﾄ ﾄｵﾙ ミヨシ 6:30:12

1663 森 敬介 ﾓﾘ ｹｲｽｹ 現人レーシング 8:58:27

1664 南澤 公人 ﾐﾅﾐｻﾜ ｷﾐﾄ 8:14:57

1665 藤沢 美成 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｼﾅﾘ チーム萱野高原 8:17:28

1666 山本 耕司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ トント 7:46:07

1667 笠井 泰造 ｶｻｲ ﾀｲｿﾞｳ ダイエット 6:32:34

1669 上條 学 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅﾌﾞ 8:22:38

1670 玉虫 清孝 ﾀﾏﾑｼ ｷﾖﾀｶ 人力二輪道 6:57:17

1671 住谷 国彦 ｽﾐﾔ ｸﾆﾋｺ 8:28:03

1672 丸山 雄 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ 現人レーシング 8:58:46

1673 飯野 正紀 ｲｲﾉ ﾏｻﾉﾘ 7:45:59

1675 根本 敏朗 ﾈﾓﾄ ﾄｼﾛｳ 4:50:13

1676 三島 諒 ﾐｼﾏ ﾘｮｳ 8:21:19

1677 寺島 桜汰 ﾃﾗｼﾏ ｵｳﾀ 6:02:31

1678 深見 拓也 ﾌｶﾐ ﾀｸﾔ 7:13:43

1680 馬場 厚守 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂﾓﾘ 7:47:59

1681 高井 登志樹 ﾀｶｲ ﾄｼｷ 鬼塚たまご農園 5:24:19

1682 中島 行夫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷｵ 6:59:14

1683 尾澤 恵美 ｵｻﾞﾜ ｴﾐ 6:52:34

1684 今泉 信人 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾉﾌﾞﾋﾄ 8:05:27

1686 秋山 健二 ｱｷﾔﾏ ｹﾝｼﾞ チームなめ猫 9:29:17

1687 山田 一弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 辰巳会 6:57:49

1688 土肥 弘嗣 ﾄﾞｲ ｺｳｼﾞ 6:16:06

1691 山森 一幸 ﾔﾏﾓﾘ ｶｽﾞﾕｷ スズパ 5:50:33

1692 有井 慎一 ｱﾘｲ ｼﾝｲﾁ 7:21:05

1693 佐織 仁 ｻｵﾘ ﾋﾄｼ 7:50:18

1694 大槻 太一 ｵｵﾂｷ ﾀｲﾁ 9:27:03

1695 真田 秀志 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｼ 6:52:04

1696 堀内 優 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳ 5:26:37

1697 島田 剛志 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ チームバモス 8:45:30

1698 泉 隆久 ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋｻ 7:46:54

1699 齋藤 翔 ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 8:16:34

1700 大島 明人 ｵｵｼﾏ ｱｷﾋﾄ 北杜食品 6:28:18

1701 富岡 孝文 ﾄﾐｵｶ ﾀｶﾌﾐ ＴＥＡＭ７７Ｋ 8:18:39

1702 木下 和之 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 9:25:17

1703 内藤 雄太 ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀ 7:33:16

1704 河西 海飛 ｶｻｲ ｶｲﾄ 7:27:49

1705 望月 一広 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 7:19:43

1706 宮田 真理 ﾐﾔﾀ ﾏｺﾄ 8:33:11

1707 会田 俊介 ｱｲﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ チームイトマン 9:19:40

1708 池田 功 ｲｹﾀﾞ ｲｻｵ 7:05:14

1709 笹本 裕也 ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾔ 9:14:28

1710 小柴 健一 ｺｼﾊﾞ ｹﾝｲﾁ 8:32:37

1711 八木原 一雄 ﾔｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｵ クアンタム 9:18:54

1714 秋山 進 ｱｷﾔﾏ ｽｽﾑ 8:03:34
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1715 都木 靖史 ﾄｷ ﾔｽｼ シーブリーズ 5:43:59

1716 足立 貴義 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾖｼ 8:12:28

1717 嶋田 耕士 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 現人レーシング 8:58:48

1718 田中 聖史 ﾀﾅｶ ｾｲｼ ミツカンＨＴＣ 5:14:31

1719 伊東 咲子 ｲﾄｳ ｻｷｺ 8:15:23

1720 玉 曜一 ﾀﾏ ﾖｳｲﾁ 8:33:24

1721 増子 しのぶ ﾏｽｺ ｼﾉﾌﾞ 9:57:40

1722 柴田 圭二 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｼﾞ ＫＣＴ 8:17:22

1723 大石 陽子 ｵｵｲｼ ﾖｳｺ 6:43:26

1724 山崎 理 ﾔﾏｻｷ ﾀﾀﾞｼ 8:29:59

1725 弘松 佳子 ﾋﾛﾏﾂ ﾖｼｺ 8:39:15

1726 松原 徹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ オーベスト 8:12:22

1727 北條 直美 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾅｵﾐ 6:59:22

1728 田辺 茂生 ﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞｷ 7:22:09

1729 田辺 遥子 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｺ 9:05:52

1730 野木 悦志 ﾉｷﾞ ｴﾂｼﾞ 鉄組 6:37:08

1732 加藤 里香 ｶﾄｳ ﾘｶ 7:49:20

1733 林ノ内 克也 ﾊﾔｼﾉｳﾁ ｶﾂﾔ 鉄組 6:07:24

1734 小松 岳彦 ｺﾏﾂ ﾀｹﾋｺ 8:16:23

1736 宮川 慶文 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ 9:55:16

1738 戸塚 幸 ﾄﾂｶ ｺｳ 6:30:56

1739 横山 享史 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｼ 9:19:21

1741 植田 浩平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ ＫＯＧＭＡ－Ｒ 9:07:45

1742 折笠 慎一 ｵﾘｶｻ ｼﾝｲﾁ ジオフィール 9:03:17

1743 松浦 伸浩 ﾏﾂｳﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＴＨＣＲ 8:08:43

1744 三谷 典子 ﾐﾀﾆ ﾉﾘｺ 5:56:52

1745 高橋 陽一 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁ 8:11:30

1746 後藤 賢哉 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾔ えるそらカイラ 8:29:36

1747 山本 和明 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 8:33:31

1748 青田 豊司 ｱｵﾀ ｱﾂｼ 6:19:03

1749 望月 道久 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾁﾋｻ 8:15:55

1750 関口 直樹 ｾｷｸﾞﾁ ﾅｵｷ 9:04:03

1751 梅田 史郎 ｳﾒﾀﾞ ｼﾛｳ へこきむし 7:59:32

1752 杉田 和彦 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞﾋｺ 7:47:57

1753 松島 史幸 ﾏﾂｼﾏ ﾌﾐﾕｷ 8:13:32

1754 室田 正敏 ﾑﾛﾀ ﾏｻﾄｼ ＯＴＣ 6:49:46

1755 鈴木 康広 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 7:03:08

1756 川崎 修一 ｶﾜｻｷ ｼｭｳｲﾁ 6:46:19

1757 岡田 英男 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ ラフリバー 7:15:37

1758 山田 晃義 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾖｼ 7:18:12

1759 川崎 武道 ｶﾜｻｷ ﾀｹﾐﾁ 株式会社秀光 7:24:14

1760 花香 亮平 ﾊﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ 6:25:10

1761 本間 美央 ﾎﾝﾏ ﾐｵ 多摩にゅ 7:26:57

1762 高橋 知明 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｱｷ 9:19:19

1763 荒木 崇 ｱﾗｷ ﾀｶｼ 8:28:02

1764 花田 浩明 ﾊﾅﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 7:24:17

1765 伊藤 槙悟 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 鉄組 6:35:55

1766 北村 慶和 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ 6:32:57

1767 飯田 太志 ｲｲﾀﾞ ﾌﾄｼ 9:02:12

1768 福谷 知之 ﾌｸﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ ヘトヘトクラブ 8:18:13
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1769 芦澤 結美 ｱｼｻﾞﾜ ﾕﾐ ＳＢＣ横浜戸塚 8:28:59

1770 渡辺 雅章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｱｷ ＳＢＣ横浜戸塚 8:21:25

1771 小原 明 ｵﾊﾗ ｱｷﾗ Ｃｌｕｂｎｏｔ 9:23:13

1772 遠藤 隼聖 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ Ｃ．Ｃ．ＹＯＵ 8:16:27

1773 五十嵐 和彦 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾋｺ 鉄組 6:37:13

1774 緒方 克朗 ｵｶﾞﾀ ｶﾂｱｷ チームＦ 9:12:15

1775 勝木 健司 ｶﾂｷ ｹﾝｼﾞ 8:15:58

1776 大野 良朋 ｵｵﾉ ﾖｼﾄﾓ 8:42:27

1777 原田 良太 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ＴＨＣＲ 8:08:42

1778 早福 太郎 ｿｳﾌｸ ﾀﾛｳ 6:04:15

1779 髙木 政嘉 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾖｼ 6:56:39

1780 早稲田 耕治 ﾜｾﾀﾞ ｺｳｼﾞ 7:37:45

1781 井上 恵介 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 6:59:29

1782 山田 修久 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ 7:27:17

1783 梅原 悟 ｳﾒﾊﾗ ｻﾄﾙ 7:59:40

1784 種生 義巳 ﾀﾈｵ ﾖｼﾐ 6:45:45

1786 松本 才喜 ﾏﾂﾓﾄ ｻｲｷ 8:03:26

1787 松本 達哉 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ 7:25:26

1788 松本 誠 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｺﾄ 5:40:41

1790 野澤 洋一 ﾉｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 6:32:17

1791 石川 武也 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾔ 青山双輪會 9:27:35

1792 橋本 朋彦 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾋｺ バイクルムシン 8:03:53

1793 遠藤 裕一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ ＢＥＥＲＳ 8:25:34

1794 青山 圭介 ｱｵﾔﾏ ｹｲｽｹ ＴｅａｍＡＯ 8:41:21

1795 青山 尚美 ｱｵﾔﾏ ﾅｵﾐ ＴｅａｍＡＯ 8:40:49

1796 亀田 翔太 ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾀ ＳＩＮ 8:03:52

1797 牧野 巌 ﾏｷﾉ ｲﾜｵ ＢＥＥＲＳ 7:30:05

1799 置田 肇 ｵｷﾀ ﾀﾀﾞｼ ＢＥＥＲＳ 6:50:14

1800 塩原 大介 ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 8:49:47

1801 横関 良 ﾖｺｾﾞｷ ﾘｮｳ 5:47:40

1802 田中 豪 ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 7:54:45

1803 豊田 学 ﾄﾖﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 日本郵便 9:50:10

1804 石塚 史郎 ｲｼﾂﾞｶ ｼﾛｳ 日本郵便 9:11:07

1805 辰己 あい ﾀﾂﾐ ｱｲ 7:38:09

1808 小野 隆之 ｵﾉ ﾀｶﾕｷ 鹿島建設 8:28:07

1809 塩山 優紀 ｼｵﾔﾏ ﾕｳｷ 8:55:57

1810 池田 英幸 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 7:58:42

1811 佐田 雅史 ｻﾀﾞ ﾏｻｼ チームＳＳ 8:44:50

1812 村橋 義之 ﾑﾗﾊｼ ﾖｼﾕｷ 湘南浪漫 9:15:10

1813 杉本 真一 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ 7:41:23

1814 竹田 純子 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ チーム茶畑 9:09:27

1816 中条 俊士 ﾅｶｼﾞｮｳ ｼｭﾝｼﾞ スーパースリー 9:37:45

1817 丹羽 弘典 ﾆﾜ ﾋﾛﾉﾘ 9:15:29

1818 塩川 賢伍 ｼｵｶﾜ ｹﾝｺﾞ 散走会 4:57:30

1819 青木 美砂枝 ｱｵｷ ﾐｻｴ チーム茶畑 9:09:30

1820 丹 安一 ﾀﾝ ﾔｽｶｽﾞ 9:09:44

1821 加藤 唯史 ｶﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 9:01:51

1822 石井 淳司 ｲｼｲ ｱﾂｼ チーム茶畑 9:09:27

1823 加藤 純司 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ 8:40:11

1824 春園 健一郎 ﾊﾙｿﾞﾉ ｹﾝｲﾁﾛｳ 6:31:46
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1826 小玉 祐太朗 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ Ｎ－ｊｉｍａ 8:15:48

1827 細川 栄子 ﾎｿｶﾜ ｴｲｺ 9:07:42

1829 小山 貴 ｺﾔﾏ ﾀｶｼ ワコーズ 8:24:37

1830 反町 晋 ｿﾘﾏﾁ ｽｽﾑ 横自 8:56:12

1831 阿部 恵美子 ｱﾍﾞ ｴﾐｺ ミヨタＡＣ 9:03:27

1832 堀江 貴司 ﾎﾘｴ ﾀｶｼ 7:11:44

1833 竹内 真平 ﾀｹｳﾁ ｼﾝﾍﾟｲ 7:58:42

1834 河合 茂和 ｶﾜｲ ｼｹﾞｶｽﾞ 7:59:05

1835 帯名 尊子 ｵﾋﾞﾅ ﾀｶｺ 8:34:11

1837 小峯 雄二 ｺﾐﾈ ﾕｳｼﾞ たまれん 9:21:02

1838 御処野 好美 ｺﾞｼｮﾉ ﾖｼﾐ 晴嵐 6:26:53

1839 大竹 郁江 ｵｵﾀｹ ｲｸｴ 8:10:50

1840 大竹 淳也 ｵｵﾀｹ ｼﾞｭﾝﾔ 8:10:49

1841 滝川 隆士 ﾀｷｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ ＢＥＥＲＳ 6:47:38

1842 大坪 知美 ｵｵﾂﾎﾞ ﾄﾓﾐ 9:07:38

1843 津原 浩輝 ﾂﾊﾗ ｺｳｷ 7:11:44

1844 中平 浩一郎 ﾅｶﾋﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 9:30:53

1845 白井 敬一 ｼﾗｲ ｹｲｲﾁ 8:44:24

1846 高橋 文 ﾀｶﾊｼ ｱﾔ 9:01:53

1847 近藤 民子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾐｺ 晴嵐 6:20:42

1848 小池 貴志 ｺｲｹ ﾀｶｼ 青嵐 6:57:14

1849 須堯 登 ｽｷﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ 自衛隊中央病院 9:17:52

1850 牧原 拓哉 ﾏｷﾊﾗ ﾀｸﾔ 10:06:11

1851 館石 育美 ﾀﾃｲｼ ｲｸﾐ 7:08:03

1852 平田 純一 ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 8:41:04

1854 リエヴル フィリップ ﾘｴｳﾞﾙ ﾌｨﾘｯﾌﾟ 6:19:35

1855 田所 正 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾀﾀﾞｼ 7:06:15

1856 広木 健人 ﾋﾛｷ ﾀｹﾋﾄ Ｃ．Ｃ．ＹＯＵ 8:17:44

1857 須崎 路夫 ｽｻﾞｷ ﾐﾁｵ ＲＤＢ 8:08:34

1858 小髙 セツコ ｺﾀｶ ｾﾂｺ 8:52:40

1859 阿部 信明 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 8:49:47

1861 金子 将之 ｶﾈｺ ﾏｻﾕｷ チーム転助 7:29:43

1862 福井 達雄 ﾌｸｲ ﾀﾂｵ 7:10:41

1863 清水 俊雄 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｵ 6:28:51

1864 大山 治憲 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙﾉﾘ 8:41:31

1865 藤井 国歩 ﾌｼﾞｲ ｸﾆﾕｷ あすく 7:51:09

1866 藤井 理歩 ﾌｼﾞｲ ﾘﾎ 8:05:09

1868 小林 修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ たまれん 9:21:17

1869 小澤 満子 ｶｻﾞﾜ ﾐﾂｺ 8:59:26

1870 香川 景政 ｶｶﾞﾜ ｶｹﾞﾏｻ 8:59:27

1871 高橋 幸佑 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ ＳＢＣ湘南藤沢 8:40:50

1872 伊藤 靖浩 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 6:17:48

1874 高木 諭子 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｺ 9:27:16

1876 丹羽 慎平 ﾆﾜ ｼﾝﾍﾟｲ ＥＣＬ 7:41:55

1877 吉竹 修 ﾖｼﾀｹ ｵｻﾑ 君塾 7:58:42

1878 都築 信之 ﾂﾂﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 8:59:40

1880 川口 恭央 ｶﾜｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 7:42:03

1881 志度 裕子 ｼﾄﾞ ﾕｳｺ ＴＢＣ 6:21:32

1882 坂 和也 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾔ 赤い三等兵 4:35:30

1883 保坂 幸博 ﾎｻｶ ﾕｷﾋﾛ 8:53:43
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1888 鳥井 浩子 ﾄﾘｲ ﾋﾛｺ チーム茶畑 9:09:43

1889 渡部 梓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ 多摩にゅ 7:25:52

1890 神 卓也 ｼﾞﾝ ﾀｸﾔ 9:07:16

1891 伊藤 純 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ ＶＬＡＡＭＳ 8:44:43

1892 橿渕 祐介 ｶｼﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ 8:44:43

1894 新井 理恵 ｱﾗｲ ﾘｴ 7:47:31

1895 新井 信利 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞﾄｼ 7:47:32

1896 根本 直明 ﾈﾓﾄ ﾅｵｱｷ 中島サイクル 5:55:45

1897 綾部 圭一 ｱﾔﾍﾞ ｹｲｲﾁ 7:29:02

1898 芝野 貴成 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾅﾘ ヨコジ 8:55:37

1899 齋藤 忠 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ ＫＭＪ 9:40:08

1900 嶋津 成人 ｼﾏﾂﾞ ﾅﾙﾄ コニカミノルタ 8:12:40

1903 野平 秀典 ﾉﾋﾗ ﾋﾃﾞｽｹ 9:20:05

1904 川井 康 ｶﾜｲ ﾔｽｼ 8:46:34

1905 清村 優太郎 ｷﾖﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 7:14:43

1906 須佐 亮太 ｽｻ ﾘｮｳﾀ 6:25:52

1907 水野 秀和 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ スバルＴＡ部 7:49:47

1909 青木 貴志 ｱｵｷ ﾀｶｼ 東農大 9:02:25

1910 樋口 綾子 ﾋｸﾞﾁ ｱﾔｺ 9:00:44

1911 岩淵 隆宏 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 無所属 9:45:46

1912 杉山 賢二 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 6:19:04

1913 勝俣 秀之 ｶﾂﾏﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 7:59:11

1915 東山 有実 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｱﾙﾐ ミヨシグループ 7:47:05

1916 柴田 浩之 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 8:24:35

1917 梶山 泰代 ｶｼﾞﾔﾏ ﾔｽﾖ 8:47:51

1918 平尾 寛 ﾋﾗｵ ｶﾝ 7:49:40

1919 中上 千海 ﾅｶｳｴ ﾁﾅﾐ 9:26:02

1920 西澤 優 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳ 9:21:00

1921 松本 紘平 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 9:26:03

1922 小延 泰子 ｺﾉﾌﾞ ﾔｽｺ 8:36:37

1925 三輪 直子 ﾐﾜ ﾅｵｺ 8:47:51

1926 阿部 祐 ｱﾍﾞ ﾕｳ 8:57:32

1927 田邉 知紗希 ﾀﾅﾍﾞ ﾁｻｷ 明治大学 9:09:39

1928 下澤 俊樹 ｼﾓｻﾜ ﾄｼｷ 9:09:38

1929 船坂 俊哉 ﾌﾅｻｶ ﾄｼﾔ 9:37:48

1930 佐々木 亮人 ｻｻｷ ｱｷﾄ 6:12:12

1931 佐味 愛子 ｻﾐ ｱｲｺ ＴＢＲＣ 9:08:38

1932 早乙女 宏之 ｿｳﾄﾒ ﾋﾛﾕｷ 和光ケミカル 8:24:38

1934 小野 温久 ｵﾉ ﾊﾙﾋｻ 8:29:56

1935 武田 大介 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 5:30:17

1936 川上 誠一郎 ｶﾜｶﾐ ｾｲｲﾁﾛｳ 8:58:16

1937 山中 貴史 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｼ 8:54:58

1938 中島 ゆかり ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｶﾘ 8:58:55

1939 中川 章 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾗ 8:17:20

1940 佐藤 美恵子 ｻﾄｳ ﾐｴｺ 6:57:20

1941 小澤 尚浩 ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾋﾛ 8:53:46

1943 戸簾 雅博 ﾄﾐｽ ﾏｻﾋﾛ 7:29:06

1944 萩原 一樹 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ シンプレックス 5:25:50

1945 大江 仲偉 ｵｵｴ ﾁｭｳｲ 7:28:29

1946 植高 樹久男 ｳｴﾀｶ ｷｸｵ 8:38:28
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1947 関口 紘史 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 8:55:01

1948 田村 篤久 ﾀﾑﾗ ｱﾂﾋｻ そば城和 9:36:27

1949 山崎 隆史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 8:56:31

1950 吉田 元春 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 7:58:09

1951 森 かむい ﾓﾘ ｶﾑｲ 8:39:14

1952 松前 祐一 ﾏﾂﾏｴ ﾕｳｲﾁ 6:11:22

1953 横山 さとみ ﾖｺﾔﾏ ｻﾄﾐ 9:08:18

1954 横山 和弘 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ライツハママツ 8:12:10

1955 伊藤 一久 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ 8:07:51

1956 坂井 英一 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ チームカミハギ 6:05:52

1957 清水 慎一 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｲﾁ 8:54:52

1958 木村 和裕 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 自由輪 7:18:50

1959 荒木 大輔 ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ 5:31:01

1960 五十嵐 仁 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾄｼ 9:40:00

1961 八木 清美 ﾔｷﾞ ｷﾖﾐ 8:57:21

1962 松本 圭司 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｼﾞ 8:02:15

1963 谷田 篤史 ﾀﾆﾀﾞ ｱﾂｼ 9:04:28

1964 木村 貴寿 ｷﾑﾗ ﾀｶﾄｼ 9:04:20

1965 櫻庭 敦之 ｻｸﾗﾊﾞ ｱﾂﾕｷ 9:22:34

1966 三谷 宏文 ﾐﾀﾆ ﾋﾛﾌﾐ 6:49:20

1967 対馬 伸也 ﾂｼﾏ ｼﾝﾔ ソトワール 9:04:09

1968 小中澤 淳 ｺﾅｶｻﾞﾜ ｱﾂｼ 8:54:54

1970 荒井 悠貴 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 7:08:58

1971 荒井 えみこ ｱﾗｲ ｴﾐｺ 8:26:30

1972 荒井 那ツ輝 ｱﾗｲ ﾅﾂｷ 6:23:26

1973 御園生 俊行 ﾐｿﾉｳ ﾄｼﾕｷ 6:25:55

1974 菅原 高弘 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 6:47:20

1975 宮坂 達彦 ﾐﾔｻｶ ﾀﾂﾋｺ 9:05:22

1976 尾崎 益之介 ｵｻﾞｷ ﾏｽﾉｽｹ 和光ケミカル 8:24:37

1978 藤森 達夫 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾂｵ ワコーズ 8:24:37

1979 安島 和斗存 ｱｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄｼ 東邦大自転車部 7:30:14

1980 安藤 盛洋 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 8:45:00

1981 川村 陽一 ｶﾜﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 7:28:00

1982 風巻 有里 ｶｻﾞﾏｷ ﾕﾘ 8:56:36

1983 能勢 健司 ﾉｾ ｹﾝｼﾞ 7:51:21

1984 八田 友成 ﾊｯﾀ ﾄﾓﾅﾘ 6:42:42

1985 岩田 典久 ｲﾜﾀ ﾉﾘﾋｻ 8:06:43

1986 鵜澤 茂代 ｳｻﾞﾜ ｼｹﾞﾖ どんぐりクラブ 8:45:52

1987 沖 亮二 ｵｷ ﾘｮｳｼﾞ 8:30:10

1988 片岡 大一 ｶﾀｵｶ ﾋﾛｶｽﾞ Ｂｌｅｕ 7:41:37

1989 小山 裕幸 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 谷和原ＳＣＡ 7:24:23

1991 山本 敏章 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｱｷ ＶＣ 6:57:02

1992 松浦 宏太 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀ オーダー６６ 9:02:52

1993 天坂 京子 ｱﾏｻｶ ｷｮｳｺ ピアチェーレ 7:06:14

1994 天坂 信靖 ｱﾏｻｶ ﾉﾌﾞﾔｽ ピアチェーレ 7:06:16

1996 工藤 建人 ｸﾄﾞｳ ｹﾝﾄ 東邦大自転車 8:53:27

1998 唐津 豊 ｶﾗﾂ ﾕﾀｶ 9:52:54

1999 箕澤 領 ﾐﾉｻﾜ ﾘｮｳ 8:19:37

2001 佐藤 由紀夫 ｻﾄｳ ﾕｷｵ 8:30:27

2002 榎本 悟士 ｴﾉﾓﾄ ｻﾄｼ 8:19:37
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2003 青羽 大輔 ｱｵﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 8:23:23

2004 スコット クレア ｽｺｯﾄ ｸﾚｱ 9:12:48

2005 岡本 功太 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀ 7:12:00

2007 佐藤 哲之助 ｻﾄｳ ﾃﾂﾉｽｹ 5:06:36

2008 栗谷 晃 ｸﾘﾀﾆ ｱｷﾗ 6:27:21

2010 佐藤 浩建 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｹ 7:42:55

2011 岡田 晃臣 ｵｶﾀﾞ ｱｷｵﾐ 8:41:03

2012 田中 健太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 7:31:31

2013 久保田 由紀子 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷｺ 9:45:03

2014 久保田 彩薫 ｸﾎﾞﾀ ｱﾔｶ 9:46:47

2015 川上 和則 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 竹内サイクリン 8:22:05

2016 田嶋 翔人 ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳﾄ シーイーテック 9:10:22

2018 田中 泰雄 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ アスタナカ 7:35:18

2019 原 紀彦 ﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ 7:41:22

2020 田中 洋光 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾂ ミストラル 8:03:35

2021 関口 俊彦 ｾｷｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 9:12:41

2022 西山 拓志 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｼ 9:24:02

2023 姫野 健太 ﾋﾒﾉ ｹﾝﾀ 9:42:32

2024 勅使河原 考利 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾄｼ 9:09:30

2025 黒田 秀之 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 8:16:37

2026 後藤 あゆみ ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ ミストラル 9:10:03

2027 曽我 裕之 ｿｶﾞ ﾋﾛﾕｷ Ｂ＆Ｂ碧い空 9:40:35

2028 山本 兆 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾄﾞﾑ ワコーズ 8:24:36

2029 堀内 裕太 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀ 9:41:03

2031 林 雅洋 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ ミストラル 8:03:33

2033 武田 尚明 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｱｷ 東邦大学 8:52:56

2034 桑原 陸也 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘｸﾔ 8:15:00

2035 山岸 亮太 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 9:03:55

2036 ばろ じぇろーむ ﾊﾞﾛ ｼﾞｪﾛｰﾑ ＦＲＡＮＣＥ 6:40:01

2037 木南 繁 ｷﾅﾐ ｼｹﾞﾙ 7:57:05

2038 宮内 亮司 ﾐﾔｳﾁ ﾘｮｳｼﾞ 9:11:18

2039 倉原 大輔 ｸﾗﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 神戸六甲 7:57:40

2040 斉藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ チーム茶畑 9:10:14

2042 中川 菊雄 ﾅｶｶﾞﾜ ｷｸｵ ＣＥ自転車部 8:54:50

2043 長崎 龍一 ﾅｶﾞｻｷ ﾘｭｳｲﾁ 9:03:58

2044 細沼 達男 ﾎｿﾇﾏ ﾀﾂｵ ラフリバー 7:15:41

2045 大橋 桃子 ｵｵﾊｼ ﾓﾓｺ 9:16:12

2046 昆野 健理 ｺﾝﾉ ｹﾝﾘ ＯＨＫＡ ＢＦ 6:33:39

2047 秋吉 貴裕 ｱｷﾖｼ ﾀｶﾋﾛ ＯＨＫＡＢＦ 7:19:28

2048 春野 幸一 ﾊﾙﾉ ｺｳｲﾁ 6:28:04

2050 鈴木 協一郎 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 8:18:14

2051 鈴木 尚子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 8:18:14

2052 鶴岡 ひかる ﾂﾙｵｶ ﾋｶﾙ 東邦大学医学部 8:53:29

2053 辻 耶也子 ﾂｼﾞ ﾔﾔｺ 東邦大学医学部 8:47:02

2054 永山 純 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 8:17:45

2055 石井 真悟 ｲｼｲ ｼﾝｺﾞ やどかり 7:48:25

2056 林 徴雄 ﾊﾔｼ ﾖｲｼｶ ＤＡＤＤＹ 8:36:03

2057 田崎 二郎 ﾀｻｷ ｼﾞﾛｳ 6:32:30

2060 森田 和男 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｵ 7:43:15

2062 新城 和也 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾔ 東松山自転車倶 8:20:15
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2064 ホルマン マット ﾎﾙﾏﾝ ﾏｯﾄ 9:17:03

2065 塚本 哲郎 ﾂｶﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ 公立昭和病院 8:25:14

2066 小林 広往 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 多魔辺自転車部 9:24:49

2067 坂口 司 ｻｶｸﾞﾁ ﾂｶｻ 8:20:45

2068 尾澤 健太郎 ｵｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 7:12:35

2069 秋山 千治 ｱｷﾔﾏ ﾁﾊﾙ チームなめ猫 9:29:17

2070 庄司 龍一 ｼｮｳｼﾞ ﾘｭｳｲﾁ 8:22:40

2071 大河原 正晴 ｵｵｶﾜﾗ ﾏｻﾊﾙ ＴＲＡＩＮＥＲ 8:25:13

2072 志磨村 泰光 ｼﾏﾑﾗ ﾔｽｱｷ 7:15:33

2073 豊岡 亘 ﾄﾖｵｶ ﾜﾀﾙ 9:27:37

2074 寺内 大悟 ﾃﾗｳﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 9:27:02

2075 村上 治 ﾑﾗｶﾐ ｵｻﾑ パッシオーネ 7:50:26

2077 羽田 和矢 ﾊﾀﾞ ｶｽﾞﾔ チームコバリン 7:46:02

2078 野口 卓哉 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 7:57:53

2079 吉田 弘成 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼｹﾞ ＤＡＤＤＹ 8:33:11

2080 望月 理恵 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｴ 7:19:42

2081 梅本 じゅんじ ｳﾒﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 9:34:00

2083 戸田 収 ﾄﾀﾞ ｵｻﾑ 電通 9:27:15

2084 田中 淳一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 9:34:25

2085 齋藤 翔 ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 8:17:58

2086 佐藤 映仁 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾄ 青山双輪会 9:27:15

2087 増谷 優太郎 ﾏｽﾔ ﾕｳﾀﾛｳ Ｃ．Ｃ．ＹＯＵ 8:17:47

2088 鈴木 哲哉 ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ 6:26:59

2089 鵜澤 敦夫 ｳｻﾞﾜ ｱﾂｵ チームどんぐり 9:18:54

2090 小向 玲奈登 ｺﾑｶｲ ﾚﾅﾄ 8:21:45

2091 劉 念慈 ﾘｭｳ ﾈﾝｼﾞ ＱＵＡＮＴＵＭ 9:17:43

2092 石川 竜慈 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ サイクルスポーツ 8:20:12

2094 臼井 智子 ｳｽｲ ﾄﾓｺ 9:27:02

2095 Ｍａｒｃｕｓ Ｏｏｒｄ ﾏｰｶｽ ｵﾙﾄﾞ ＡＳＳＯＳ 5:08:03

2096 三代 幸子 ﾐﾖ ｻﾁｺ ＡＳＳＯＳ 5:08:05

2099 佐田 哲洋 ｻﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 8:14:40

2100 傳田 利光 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾄｼﾐﾂ 8:23:39

2101 渡辺 英明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 6:45:10

2102 鈴木 智雄 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｵ 9:19:27

2103 野田 正道 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 6:19:35

2104 内藤 保雄 ﾅｲﾄｳ ﾔｽｵ 5:52:56

2105 伊藤 政幸 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 9:48:30

2106 山崎 正幸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 7:04:25

2107 長谷 百浩 ﾅｶﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 5:58:11

2108 山口 博 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 5:34:55

2109 松村 薫 ﾏﾂﾑﾗ ｶｵﾙ 6:53:51

2110 野川 和宏 ﾉｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 6:04:19

2111 田口 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 8:37:29

2112 川上 真吾 ｶﾜｶﾐ ｼﾝｺﾞ 7:34:46

2113 加藤 友昭 ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ 5:48:30

2114 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 4:46:45

2115 井口 絵美 ｲｸﾞﾁ ｴﾐ Ｌｉｆｅ，，， 8:56:11

2117 佐藤 充 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 9:31:37

2118 石塚 成美 ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾙﾐ 7:07:13

2119 渋谷 直人 ｼﾌﾞﾔ ﾅｵﾄ 8:06:43
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2120 ＰＵ ＳＡＮＴＩ ﾌﾟｩ ｻﾝﾃｨ 9:18:53

2121 木村 哲也 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ 9:34:38

2122 中園 英治 ﾅｶｿﾞﾉ ｴｲｼﾞ 8:54:06

2123 印南 裕二 ｲﾝﾅﾐ ﾕｳｼﾞ 6:46:12

2124 小林 俊行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 6:46:03

2126 加藤 志保 ｶﾄｳ ｼﾎ 5:42:21

2127 能崎 純郎 ﾉｻﾞｷ ｽﾐｵ 6:52:26

2128 橘高 公康 ｷｯﾀｶ ｷﾐﾔｽ 7:22:03
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