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201 禰宜田 謙一 ﾈｷﾞﾀ ｹﾝｲﾁ メルセデス・ベンツ日本 4:27:04

202 村上 寛 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾀｶ メルセデス・ベンツ日本 4:31:47

203 田原 賢 ﾀﾊﾗ ﾏｻﾙ 博報堂 4:29:36

205 秋葉 裕司 ｱｷﾊﾞ ﾕｳｼﾞ ライフ、、、 4:29:12

206 秋葉 千夏 ｱｷﾊﾞ ﾁﾅﾂ ライフ、、、 4:28:50

207 石川 光男 ｲｼｶﾜ ﾐﾁｵ 5:56:32

208 横澤 英明 ﾖｺｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 5:19:30

209 山田 博文 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ ＡＴｒＢ＆Ｇ 6:31:12

210 小池 源良 ｺｲｹ ﾓﾄﾖｼ 5:32:47

212 徳永 具祥 ﾄｸﾅｶﾞ ﾄﾓﾖｼ 4:23:05

213 桑原 充 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾂﾙ ＲＣＣ 5:01:09

214 成瀬 豊 ﾅﾙｾ ﾕﾀｶ 5:14:32

215 廣瀬 仁 ﾋﾛｾ ﾋﾄｼ 境川自転車部 6:50:47

216 浅野 安郎 ｱｻﾉ ﾔｽﾛｳ 6:27:01

217 柏木 圭一郎 ｶｼﾜｷﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 3:53:21

218 水野 左孝 ﾐｽﾞﾉ ｻｺｳ ＲＤＢ 5:36:40

220 西堀 千賀 ﾆｼﾎﾞﾘ ﾁｶ 4:54:15

221 橋本 純 ﾊｼﾓﾄ ﾏｽﾐ 6:42:30

223 青山 慎 ｱｵﾔﾏ ｼﾝ 4:02:53

226 角岡 一彦 ｶﾄﾞｵｶ ｶｽﾞﾋｺ 6:42:00

227 登内 隆志 ﾄﾉｳﾁ ﾀｶｼ 5:21:47

229 高橋 貞光 ﾀｶﾊｼ ｻﾀﾞﾐﾂ とねみのる 3:53:26

230 山口 春好 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾖｼ 3:45:05

232 小野 祐司 ｵﾉ ﾕｳｼﾞ 5:38:01

233 井上 慶 ｲﾉｳｴ ｹｲ 5:52:23

234 山嵜 悠太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 5:41:37

235 市川 貴之 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾕｷ 5:37:59

236 手取 瑞恵 ﾃﾄﾘ ﾐｽﾞｴ 7:56:19

237 阿部 翠 ｱﾍﾞ ﾐﾄﾞﾘ 7:44:30

238 濱野 悦雄 ﾊﾏﾉ ｴﾂｵ 5:46:02

240 田島 誠 ﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 5:34:21

241 宇津木 利夫 ｳﾂｷﾞ ﾄｼｵ ｂｏｓｓ 5:32:56

242 河村 志津子 ｶﾜﾑﾗ ｼﾂﾞｺ 5:05:31

243 松沢 直也 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 5:15:06

244 高橋 希 ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 公立昭和病院 6:40:43

245 渡辺 雄介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ ＶＡＸ狭山 5:05:06

246 小泉 光次 ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｼﾞ ＶＡＸ狭山 5:05:08

248 本多 俊弥 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼﾔ ＶＡＸ狭山 5:02:35

249 田辺 勝 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ 山梨県庁 4:44:23

252 池田 和規 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 5:54:19

253 安井 秀昭 ﾔｽｲ ﾋﾃﾞｱｷ チームスパスパ 3:54:15

257 柴崎 利英 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾄｼﾋﾃﾞ 4:09:07

258 神谷 誠 ｶﾐﾔ ﾏｺﾄ 7:01:44

259 緒方 克明 ｵｶﾞﾀ ｶﾂｱｷ えいびい 4:59:51

260 菊地 宏 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 5:24:42

261 菊地 暁子 ｷｸﾁ ｱｷｺ 5:24:52

263 白橋 信治 ｼﾗﾊｼ ｼﾝｼﾞ 5:57:57

264 三田 礼子 ﾐﾀ ｱﾔｺ 6:35:22

265 水本 幸孝 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾕｷﾀｶ 6:11:42

266 尾垣 良祐 ｵｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 6:11:40
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267 原 英樹 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 4:20:25

269 芦川 隆史 ｱｼｶﾜ ﾀｶｼ 4:51:05

270 越智 謙吾 ｵﾁ ｹﾝｺﾞ 4:51:34

271 西田 仁志 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾄｼ サミー（株） 6:41:39

272 唐澤 槙一 ｶﾗｻﾜ ﾏｷｶｽﾞ 5:32:53

273 大谷 真美 ｵｵﾀﾆ ﾏﾐ 5:19:57

274 小野田 勇人 ｵﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ 6:40:49

275 越仮 康雅 ｺｼｶﾘ ﾔｽﾏｻ 5:39:58

276 小野寺 真一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾝｲﾁ 5:09:23

277 濱田 彩子 ﾊﾏﾀﾞ ｱﾔｺ ふなっこくらぶ 6:52:29

278 帶金 建一 ｵﾋﾞｶﾈ ｹﾝｲﾁ 4:20:58

279 細田 将志 ﾎｿﾀﾞ ﾏｻｼ ＶＡＸサヤーマ 5:05:07

280 渡辺 義親 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾁｶ 5:32:31

281 保坂 勝 ﾎｻｶ ﾏｻﾙ 5:33:01

283 細沼 義彰 ﾎｿﾇﾏ ﾖｼｱｷ サイクルビート 7:15:24

284 前原 勝之 ﾏｴﾊﾗ ｶﾂﾕｷ 市場診療所 6:09:31

286 河合 寿弘 ｶﾜｲ ﾄｼﾋﾛ 5:11:31

287 笠間 靖夫 ｶｻﾏ ﾔｽｵ 4:46:49

288 海老 成直 ｴﾋﾞ ﾏｻﾅｵ 4:30:38

289 吉田 法茂 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｼｹﾞ 5:44:01

290 佐藤 翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 4:45:16

291 大森 雅宏 ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 5:29:43

292 加増 祐佳 ｶｿﾞｳ ﾕｶ 6:14:13

293 柴田 美香 ｼﾊﾞﾀ ﾐｶ 6:55:47

294 中村 信哉 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 4:26:31

295 齊藤 翔 ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 6:02:52

296 和田 達哉 ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ 5:08:43

297 和田 由紀 ﾜﾀﾞ ﾕｷ 5:08:41

298 山田 由夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ ＡＴｒＢ＆Ｇ 6:31:12

299 小池 涼介 ｺｲｹ ﾘｮｳｽｹ 5:32:45

300 鈴木 昭夫 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ 4:22:41

302 山本 和彦 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 5:21:24

306 佐々木 もも帆 ｻｻｷ ﾓﾓﾎ 7:22:01

307 佐々木 一乗 ｻｻｷ ｶｽﾞﾉﾘ 7:22:12

308 荒木 崇 ｱﾗｷ ﾀｶｼ 7:22:19

310 徳永 順子 ﾄｸﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｺ 4:23:05

311 初芝 成美 ﾊﾂｼﾊﾞ ﾅﾙﾐ 5:01:09

312 成瀬 まさ子 ﾅﾙｾ ﾏｻｺ 5:14:31

313 岩田 尚代 ｲﾜﾀ ﾋｻﾖ ヤマシゲ 6:00:13

314 柴田 広記 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ クラベ 6:22:51

315 和地 守正 ﾜﾁ ﾓﾘﾏｻ バイクルしん 6:14:26

316 石川 弘二 ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 6:03:57

317 浅野 恵子 ｱｻﾉ ｹｲｺ 6:27:10

319 木村 旭 ｷﾑﾗ ｱｻﾋ ＲＤＢ 5:36:30

320 土海 誠 ﾄﾞｶｲ ﾏｺﾄ 6:28:44

321 土海 裕子 ﾄﾞｶｲ ﾕｳｺ 6:28:33

322 金子 崇 ｶﾈｺ ﾀｶｼ 7:15:08

323 金子 歌子 ｶﾈｺ ｳﾀｺ 7:15:09

326 廣瀬 美千代 ﾋﾛｾ ﾐﾁﾖ 6:50:43

327 角岡 明子 ｶﾄﾞｵｶ ｱｷｺ 6:41:57
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329 平谷 直子 ﾋﾗﾔ ﾅｵｺ 5:32:50

330 吉田 彩 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔ 5:14:27

332 櫛田 真紀 ｸｼﾀﾞ ﾏｷ 6:54:47

333 笹井 真由美 ｻｻｲ ﾏﾕﾐ 8:11:28

334 夏目 聰 ﾅﾂﾒ ｻﾄｼ 4:25:43

335 加藤 純子 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ ベアバレ 5:49:59

336 三島 勇 ﾐｼﾏ ｲｻﾑ 4:17:33

337 吉田 典之 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 4:06:37

338 今井 博恵 ｲﾏｲ ﾋﾛｴ 5:48:34

339 河村 恭弘 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 5:05:20

340 花田 岳彦 ﾊﾅﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 5:15:17

341 高見 済仁 ﾀｶﾐ ﾅﾙﾋﾄ ＶＡＸ狭山 5:05:07

342 野島 悟 ﾉｼﾞﾏ ｻﾄﾙ 5:09:12

343 本多 知明 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓｱｷ ローボーイ 6:36:30

344 高橋 明 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ ローボーイ 6:37:28

345 渡辺 丈太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 3:58:55

347 河本 祐輔 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 5:10:50

348 神谷 麻衣子 ｶﾐﾔ ﾏｲｺ 7:01:58

351 松田 悟司 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾄｼ 5:23:06

352 岡部 浩二 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 6:02:14

353 白橋 陽子 ｼﾗﾊｼ ﾖｳｺ 6:07:59

354 橘高 彩 ｷｯﾀｶ ｱﾔ 6:35:22

355 橋本 淳 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 須玉小学校 4:40:51

356 児玉 剛 ｺﾀﾞﾏ ﾂﾖｼ 4:22:41

357 石川 惣一郎 ｲｼｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 5:54:03

358 原 維吹樹 ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 4:20:25

360 西田 紳之助 ﾆｼﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 大成小学校 6:41:40

361 山口 真季 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｷ 公立昭和病院 6:41:17

362 小池 悠 ｺｲｹ ﾕｳｷ チーム萱野高原 5:39:05

363 関田 香織 ｾｷﾀ ｶｵﾘ 公立昭和病院 6:41:19

365 荒木 陸 ｱﾗｷ ﾘｸ 7:06:29

366 外田 和也 ﾎｶﾀﾞ ｶｽﾞﾔ ＯＢＦ 4:36:24

367 築井 均 ﾂｸｲ ﾋﾄｼ 4:20:46

368 築井 富大 ﾂｸｲ ﾄﾐﾋﾛ 4:20:24

369 渡邊 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ ＯＨＫＡ ＢＦ 4:36:36

370 水木 秀行 ﾐｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ オービーエフ 4:22:34

371 大谷 道彦 ｵｵﾀﾆ ﾐﾁﾋｺ 5:10:43

372 牧下 浩之 ﾏｷｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 5:39:59

374 高田 健太郎 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 6:02:14

377 栗原 巧 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾐ メスタ 4:55:05

378 鶴間 暁 ﾂﾙﾏ ｱｷﾗ 5:28:56

379 川手 大輔 ｶﾜﾃ ﾀﾞｲｽｹ 公立昭和病院 6:41:19

380 松本 真依 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｲ 5:09:54

381 藤尾 ゆかり ﾌｼﾞｵ ﾕｶﾘ 5:16:46

382 水野 正雄 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｵ 7:21:42

385 武田 一則 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 7:15:14

386 村山 学 ﾑﾗﾔﾏ ｻﾄﾙ 市場診療所 6:09:08

387 竹熊 隆 ﾀｹｸﾏ ﾀｶｼ 5:06:51

388 下山 隆介 ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ 5:44:23

391 佐野 満宏 ｻﾉ ﾐﾂﾋﾛ 7:16:36
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392 玉川 宏 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 5:43:16

394 吉田 彩子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｺ 5:44:03

396 西澤 肇 ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 4:45:25

397 内田 博基 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 5:45:38

398 清水 真紀子 ｼﾐｽﾞ ﾏｷｺ 4:56:08

399 西村 剛敏 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄｼ 6:53:33

400 四家 卯大 ｼｶ ｳﾀﾞｲ 6:13:32
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