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1 4255 松原 弘典 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ

Ｅｕｒｏ－ｗｏｒｋｓＲＣ

奈良県 1:16:16.41

2 3300 横山 和夫 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞｵ

チーム オーベスト

神奈川県 1:16:31.91

3 4224 杉崎 隆志 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾀｶｼ 東京都 1:17:04.72

4 3409 有泉 末広 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｽｴﾋﾛ 櫛形陸上部 山梨県 1:17:21.32

5 10457 杉本 正寿 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄｼ

まっこちゃんレーシング

秋田県 1:17:26.62

6 3289 倉田 裕之 ｸﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ ＤＥＳＴＲＡ 愛知県 1:18:31.65

7 4193 伊藤 誠 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ ＧＲＯＯＶＹ 埼玉県 1:19:18.14

8 5032 渡辺 聖一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁ チームコバリン 山梨県 1:20:55.67

9 4558 中村 宗哲 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾃﾂ シクロクラブ 東京都 1:21:36.39

10 14550 鈴木 徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ ナカガワＲＣ 大阪府 1:22:10.26

11 4524 吉田 洋一 ﾖｼﾀ ﾖｳｲﾁ 岩手県 1:22:49.81

12 10065 若松 桜男 ﾜｶﾏﾂ ｻｸﾗｵ
まちさがフレンド

東京都 1:22:57.04

13 3405 寺田 賢三 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ

ｆｕｋａｄａまじりんぐ

滋賀県 1:23:02.15

14 3559 松本 謙 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝ

レザン山梨サイクリングクラブ

山梨県 1:24:58.91

15 5302 佐藤 広志 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 愛知県 1:26:02.58

16 5450 菊池 清志 ｷｸﾁ ｷﾖｼ 神奈川県 1:26:03.65

17 5230 清水 光夫 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂｵ

スプリングウインドウ

山梨県 1:26:05.91

18 5399 茅木 孝 ｶﾔｷﾞ ﾀｶｼ

内房レーシングクラブ

千葉県 1:26:25.38

19 9275 宇田川 哲男 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾃﾂｵ ＡＣＣ 東京都 1:26:36.42

20 5231 久保田 恭司 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｼ 東京都 1:26:43.62

21 10344 内海 晴男 ｳﾂﾐ ﾊﾙｵ 群馬県 1:27:27.37

22 11227 黒田 吉弘 ｸﾛﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 京都府 1:27:49.63

23 5287 飯田 益也 ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾔ 愛知県 1:28:22.28

24 6248 矢口 和人 ﾔｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ Ｐｉｒａｔａ 神奈川県 1:28:33.12

25 5207 堀籠 文彦 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾌﾐﾋｺ 埼玉県 1:28:42.19

26 6226 熊倉 淳一 ｸﾏｸﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ くまくらフレンド 埼玉県 1:28:55.53

27 6023 佐藤 政美 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ ＭＩＶＲＯ 東京都 1:29:11.52

28 7282 丸地 歩 ﾏﾙﾁ ｱﾕﾑ 桜台 静岡県 1:29:22.76

29 10425 山﨑 順一 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 1:29:24.74

30 7092 荒川 真秀 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ ＳＥＯ８２１４ 千葉県 1:29:29.11

31 5167 長嶺 悟 ﾅｶﾞﾐﾈ ｻﾄﾙ 愛知県 1:29:38.12

32 4459 小川 貞由 ｵｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾖｼ

チーム西大寺あやこ

岡山県 1:30:03.39

33 6517 岩渕 勝彦 ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾂﾋｺ Ｔｅａｍ－ＦＰＳ 山梨県 1:30:04.44

34 8308 鈴木 恒二 ｽｽﾞｷ ﾂﾈｼﾞ 福島県 1:30:13.41

35 5236 砂川 一郎 ｽﾅｶﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 山梨県 1:30:44.63

36 8123 渡辺 隆司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ ＺＩＯ 静岡県 1:30:50.50

37 5104 草山 三朗 ｸｻﾔﾏ ｻﾌﾞﾛｳ ｓａｋｕｒａｄａｉ 静岡県 1:31:24.61

38 6475 吉田 幸雄 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ 上毛レーシング 群馬県 1:31:27.36

39 6095 滝口 順也 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｼﾅﾘ

チーム・コバリン

山梨県 1:31:34.16

40 5298 一之瀬 正樹 ｲﾁﾉｾ ﾏｻｷ

Ｔｅａｍ Ｇｅａｒ 仙台

宮城県 1:32:08.64

41 8521 大永 徳彦 ｵｵﾅｶﾞ ﾉﾘﾋｺ トラクターＲＣ 兵庫県 1:32:38.75

42 15006 梅林 不二夫 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾌｼﾞｵ 東京都 1:32:57.47

43 5452 渡辺 直哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ ＢＩＫＥ ＴＯＷＮ 神奈川県 1:33:23.32

44 8054 櫻井 諭 ｻｸﾗｲ ｻﾄｼ

ＭＡＭＥ ＣＹＣＬＩＮＧ

神奈川県 1:34:15.39

45 8092 元吉 良則 ﾓﾄﾖｼ ﾖｼﾉﾘ ＣＳＴＣ 東京都 1:34:56.83

46 6524 三木 貞次郎 ﾐｷ ﾃｲｼﾞﾛｳ 福島県 1:35:46.23

47 15042 松尾 豊 ﾏﾂｵ ﾕﾀｶ 東京都 1:36:06.95

48 15244 瀬戸 博文 ｾﾄ ﾋﾛﾌﾐ 埼玉県 1:36:14.40

49 8214 沼田 博敏 ﾇﾏﾀ ﾋﾛﾄｼ Ｈｉ－Ｂｉｋｅ 茨城県 1:36:16.71

50 6540 杉浦 芳樹 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼｷ ＳＬＥＥＰ 愛知県 1:36:22.47
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51 10463 向井 宗一 ﾑｶｲ ｿｳｲﾁ 岡山県 1:37:08.69

52 4275 野田 和夫 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｵ
チームヤマシゲ

愛知県 1:37:22.31

53 6077 松井 清隆 ﾏﾂｲ ｷﾖﾀｶ

チームマリアローザ

東京都 1:37:37.26

54 6588 鈴木 昭男 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ なるしま 東京都 1:37:42.36

55 7533 加藤 栄治 ｶﾄｳ ｴｲｼﾞ 東京都 1:37:47.05

56 7493 山口 隆夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｵ 東京都 1:38:22.01

57 12020 水木 秀行 ﾐｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ ＯＢＦ 神奈川県 1:38:40.46

58 15069 伊藤 通敏 ｲﾄｳ ﾐﾁﾄｼ 埼玉県 1:38:46.58

59 8119 岡田 久幸 ｵｶﾀﾞ ﾋｻﾕｷ 静岡県 1:38:48.81

60 12387 佐川 光弘 ｻｶﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ 福島県 1:38:55.61

61 12001 鈴木 孝二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:39:17.82

62 8510 土方 勇二 ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｼﾞ

ＣＣ ＳＡＭＯＶＡＲ

神奈川県 1:39:46.44

63 13004 沼田 宏徳 ﾇﾏﾀ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 1:40:07.65

64 7319 橋本 守 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾓﾙ 神奈川県 1:40:20.48

65 7184 坂本 正樹 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ
上毛レーシング

群馬県 1:40:47.95

66 8397 齊藤 敏彦 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 埼玉県 1:40:51.80

67 12430 澤田 啓一 ｻﾜﾀﾞ ｹｲｲﾁ

ＶＣ プロッシモ

大阪府 1:41:14.59

68 13215 中里 誠一 ﾅｶｻﾞﾄ ｾｲｲﾁ 神奈川県 1:41:39.60

69 8131 森末 寛 ﾓﾘｽｴ ﾋﾛｼ チームＷａｖｅ 岡山県 1:42:06.70

70 12428 岸 則夫 ｷｼ ﾉﾘｵ

宇都宮リベルタス

栃木県 1:42:11.89

71 12193 井口 龍一 ｲｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 東京都 1:42:37.78

72 13266 出宮 武司 ﾃﾞﾐﾔ ﾀｹｼ チャリより団子 大阪府 1:42:51.38

73 12140 伍 其福 ｺﾞ ｷﾌｸ ｖｅｒｔｅｘ ｓｐｏｒｔ 福岡県 1:43:13.68

74 12400 藤田 実 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾉﾙ 静岡県 1:43:17.02

75 9252 田中 英城 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 新潟県 1:43:41.25

76 6537 奥原 敏 ｵｸﾊﾗ ｻﾄｼ

ＨＩＲＡＫＯ．ｍｏｄｅ

神奈川県 1:43:41.96

77 14154 志賀 一美 ｼｶﾞ ｶﾂﾐ 福島県 1:43:52.54

78 12505 酒井 隆夫 ｻｶｲ ﾀｶｵ 千葉県 1:44:18.26

79 9372 近藤 信夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｵ 御器所 愛知県 1:44:58.08

80 6486 若林 伸行 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ フラシーボ 埼玉県 1:45:17.35

81 13069 鈴木 昭仁 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖｼ ベックスイソヤ 東京都 1:47:00.82

82 8417 川崎 俊雄 ｶﾜｻｷ ﾄｼｵ 静岡県 1:47:06.55

83 12391 田中 くによし ﾀﾅｶ ｸﾆﾖｼ ｓａｌａｎｅｔ 神奈川県 1:47:32.91

84 15110 小俣 一彦 ｵﾏﾀ ｶｽﾞﾋｺ ｔｅａｍ Ｃｒｅｅｋ 栃木県 1:47:39.08

85 15273 三枝 正幸 ｻｴｸﾞｻ ﾏｻﾕｷ 長野県 1:47:40.84

86 17130 石川 光男 ｲｼｶﾜ ﾐﾁｵ 山梨県 1:48:11.62

87 8050 中込 太二 ﾅｶｺﾞﾐ ﾀｲｼﾞ ＦＩ－ＮＥＴ 山梨県 1:48:15.49

88 13449 吉田 成史 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾄ 東京都 1:48:31.73

89 13058 山口 昭治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 1:48:32.80

90 13345 秋本 優 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾙ 神奈川県 1:48:54.81

91 13213 石神 邦章 ｲｼｶﾞﾐ ｸﾆｱｷ 千葉県 1:49:07.24

92 7109 大同 毅 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾀｹｼ ＫＣＴ 京都府 1:49:55.94

93 13283 飯塚 幸一 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｲﾁ 痛筋快足 群馬県 1:50:07.43

94 8423 木下 正敏 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾄｼ 愛知県 1:51:25.33

95 14014 中村 重則 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾉﾘ ＳＹＡＴＥＮＺ 岩手県 1:51:37.39

96 14130 佐藤 信幸 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼玉県 1:51:49.93

97 8276 武田 憲治 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ＫＯＭＡＴＳＵ 東京都 1:51:51.90

98 7399 森下 一秋 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞｱｷ 愛知県 1:52:02.17

99 19092 久保田 圭三 ｸﾎﾞﾀ ｹｲｿﾞｳ 埼玉県 1:52:04.17

100 13293 佐野 義則 ｻﾉ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 1:52:37.89
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101 12012 長島 亨 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｵﾙ 東京都 1:53:02.65

102 13405 権田 武 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾀｹｼ ヘキサゴン 兵庫県 1:53:03.93

103 15495 山崎 雅彦 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ 静岡県 1:53:36.20

104 17009 小野里 俊哉 ｵﾉｻﾞﾄ ﾄｼﾔ 東京都 1:53:37.66

105 16141 上野 栄一 ｳｴﾉ ｴｲｲﾁ 東京都 1:53:49.07

106 14141 並川 功 ﾅﾐｶﾜ ｲｻｵ 落語立川流 東京都 1:53:58.76

107 13501 森田 和男 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｵ 東京都 1:54:00.75

108 13206 橋本 昌紀 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾄｼ

ＴＥＡＭ ＷＡＤＡ

栃木県 1:54:01.38

109 14310 荻原 興 ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳ 埼玉県 1:55:01.85

110 14070 成田 正人 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾄ

サカタレーシングクラブ

千葉県 1:55:43.50

111 15370 蓑島 靖 ﾐﾉｼﾏ ﾔｽｼ 三重県 1:55:46.94

112 17107 荻野 英生 ｵｷﾞﾉ ﾋﾃﾞｵ ＪＡＥＯＮ 東京都 1:56:01.48

113 16498 長谷川 修司 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ みんくる深川 東京都 1:56:25.47

114 10508 土屋 賢治 ﾂﾁﾔ ｹﾝｼﾞ Ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都 1:56:43.69

115 13425 久島 幸二 ｸｼﾏ ｺｳｼﾞ 山梨県 1:57:29.12

116 14521 小柴 宏志 ｺｼﾊﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 1:57:33.46

117 14477 伊東 茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 千葉県 1:57:48.34

118 12053 土地 清隆 ﾄﾞﾁ ｷﾖﾀｶ 神奈川県 1:58:07.57

119 13451 熊木 譲 ｸﾏｷ ﾕｽﾞﾙ 埼玉県 1:58:17.05

120 14523 蜂矢 隆彦 ﾊﾁﾔ ﾀｶﾋｺ

春日部医療センター

神奈川県 1:58:34.70

121 15275 井上 正一 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｲﾁ

トヨタ東京 自動車大学校

東京都 1:58:41.99

122 14357 北村 慶和 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ 大阪府 1:59:07.14

123 17275 佐野 純夫 ｻﾉ ｽﾐｵ アーバン 東京都 1:59:13.61

124 9169 大鹿 秀雄 ｵｵｼｶ ﾋﾃﾞｵ ヤマシゲ 三重県 1:59:18.98

125 9092 横川 正敏 ﾖｺｶﾜ ﾏｻﾄｼ 愛知県 1:59:29.90

126 19528 ＨＯ ＷＥＩ－ＭＩＮ ｉ Ｓｅｔ Ｂｉｋｅ 1:59:32.95

127 16275 大保 英文 ｵｵﾎﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ 兵庫県 1:59:35.43

128 12293 斎竹 輝明 ｻｲﾀｹ ﾃﾙｱｷ 愛知県 1:59:39.87

129 14068 蓼沼 益二郎 ﾀﾃﾞﾇﾏ ﾏｽｼﾞﾛｳ 東京都 1:59:41.61

130 13402 増田 隆 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 1:59:53.10

131 9304 丹沢 秀彦 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ 山梨県 1:59:57.15

132 9203 小林 茂 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ 長野県 2:00:24.56

133 17466 岩本 義之 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 大阪府 2:00:24.99

134 17014 小山 幸男 ｺﾔﾏ ﾕｷｵ みどりの会 東京都 2:01:03.40

135 6529 岩本 博昭 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 静岡県 2:01:08.28

136 12109 吉野 真広 ﾖｼﾉ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:01:26.30

137 14454 渡辺 英幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡山県 2:01:29.50

138 9361 中村 重嗣 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾂｸﾞ 埼玉県 2:01:39.84

139 14161 宮川 孝 ﾐﾔｶﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 2:01:47.82

140 14368 野田 健太郎 ﾉﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 2:02:02.14

141 18206 杉本 正樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｷ セオ川口 埼玉県 2:02:21.28

142 14152 梶原 秀雄 ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 海底人８８２３ 東京都 2:03:20.33

143 14093 菊地 信政 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾏｻ

リベルタスクラブ

栃木県 2:03:32.61

144 13348 岩本 利広 ｲﾜﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ Ｙａｍａｋｉｔａ 神奈川県 2:03:59.44

145 19498

ＬＩＵ ＭＩＮＧ ＴＳＡＮ

Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:03:59.74

146 13409 伊藤 達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 舞Ｗａｙ 神奈川県 2:04:23.37

147 13135 宇佐美 康司 ｳｻﾐ ﾔｽｼ 山梨県 2:04:50.79

148 17491 村野 伸司 ﾑﾗﾉ ｼﾝｼﾞ

サイクルハーバー

東京都 2:04:55.32

149 17183 高橋 健太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 静岡県 2:04:57.86

150 17407 森下 良高 ﾓﾘｼﾀ ﾖｼﾀｶ 東京都 2:05:20.88
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151 15183 片岡 達之 ｶﾀｵｶ ﾀﾂﾕｷ

オシガモリンナイ

茨城県 2:05:32.89

152 17348 松井 佳之 ﾏﾂｲ ﾖｼﾕｷ チームジャム 群馬県 2:05:35.51

153 14256 岩本 匡弘 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 千葉県 2:06:13.29

154 14061 板井 昌典 ｲﾀｲ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 2:06:25.66

155 14037 小里 仁 ｺｻﾞﾄ ﾋﾄｼ 神奈川県 2:08:00.17

156 14452 仁藤 隆雄 ﾆﾄｳ ﾀｶｵ 静岡県 2:09:09.11

157 18581

ＬＩＵ ＪＩＮ－ＣＨＷＡＮ

ｉ Ｓｅｔ Ｂｉｋｅ 2:09:12.05

158 14038 小林 茂則 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾉﾘ

小川工業土木部

埼玉県 2:09:23.33

159 15556 田村 厚寛 ﾀﾑﾗ ｱﾂﾋﾛ シクロクラブ 埼玉県 2:09:26.35

160 17526 渡辺 新作 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｻｸ コバリン 山梨県 2:09:46.60

161 17134 滝本 増実 ﾀｷﾓﾄ ﾏｽﾐ 天空 長野県 2:09:58.47

162 18371 岡野 三郎 ｵｶﾉ ｻﾌﾞﾛｳ 神奈川県 2:09:58.72

163 17032 大木 武彦 ｵｵｷ ﾀｹﾋｺ 千葉県 2:10:40.32

164 17449 松本 治男 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｵ パラダイス 東京都 2:10:42.13

165 14156 増田 剛 ﾏｽﾀﾞ ﾂﾖｼ 京都府 2:11:57.84

166 15476 土方 康郎 ﾋｼﾞｶﾀ ﾔｽｵ 東京都 2:12:57.68

167 18124 松本 治司 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｼ 静岡県 2:13:17.10

168 16504

ＷＵ ＣＨＩＮ ＨＳＩＡＮＧ

Ｌｉｏｎ Ｔｒａｖｅｌ 2:14:09.84

169 18293 横田 章彦 ﾖｺﾀ ｱｷﾋｺ 大阪府 2:14:54.46

170 17265 遠田 誠 ﾄｳﾀﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:15:04.00

171 13400 津野 浩二 ﾂﾉ ｺｳｼﾞ 山梨県 2:15:14.55

172 17232 渡邊 宇一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳｲﾁ でんでんむし 兵庫県 2:15:37.74

173 16458 駒田 進 ｺﾏﾀﾞ ｽｽﾑ 神奈川県 2:15:54.53

174 14330 横川 誠 ﾖｺｶﾜ ﾏｺﾄ 東京都 2:15:59.08

175 20317 林 天生 ﾘﾝ ﾃｨｪﾝｼｫﾝ 山梨県 2:16:08.54

176 18580

ＬＩＮ ＭＩＮ－ＣＨＩＮＧ

ｉ Ｓｅｔ Ｂｉｋｅ 2:16:25.03

177 17368 刀禰 努 ﾄﾈ ﾂﾄﾑ 静岡県 2:16:27.53

178 14503 久郷 幸生 ｸｺﾞｳ ﾕｷｵ 千葉県 2:16:33.78

179 17274 秋山 進 ｱｷﾔﾏ ｽｽﾑ 山梨県 2:16:56.05

180 14072 橘田 旦 ｷｯﾀ ﾊｼﾞﾒ

グッドチャリズム

埼玉県 2:17:27.99

181 16021 中川 寿明 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ 長野県 2:17:48.25

182 20235 岩波 薫 ｲﾜﾅﾐ ｶｵﾙ 東京都 2:18:37.77

183 18140 久保田 豊 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾀｶ 埼玉県 2:19:28.33

184 20054 荒井 伸明 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞｱｷ 埼玉県 2:20:23.87

185 17388 荒 孝之 ｱﾗ ﾀｶﾕｷ

Ｗｅ Ｌｏｖｅ Ｏ２

茨城県 2:20:46.11

186 17029 上倉 哲夫 ｶﾐｸﾗ ﾃﾂｵ Ｅｑｕｉｐｅ ＡＮＡ 神奈川県 2:21:56.68

187 14466 松田 俊幸 ﾏｯﾀ ﾄｼﾕｷ 福井県 2:23:14.22

188 17550 金子 覚 ｶﾈｺ ｻﾄﾙ エキップＡＮＡ 東京都 2:23:24.41

189 17117 国定 伸圭 ｸﾆｻﾀﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 京都府 2:23:32.48

190 9368 杉本 秀夫 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ レザン 山梨県 2:24:23.19

191 19043 亀井 茂男 ｶﾒｲ ｼｹﾞｵ 山梨県 2:24:31.77

192 14342 小倉 久之 ｵｸﾞﾗ ﾋｻﾕｷ 大阪府 2:24:48.02

193 17327 大橋 明 ｵｵﾊｼ ｱｷﾗ 静岡県 2:25:47.85

194 17383 園部 敏行 ｿﾉﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 2:25:50.26

195 13029 若林 正敏 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄｼ 東京都 2:26:44.50

196 14008 田中 充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 東京都 2:26:50.09

197 18251 池田 秀雄 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京都 2:27:09.07

198 16168 林 忠志 ﾘﾝ ﾁｬﾝｼｰ 猫騎士 東京都 2:27:18.91

199 17054 松本 宏和 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ ＮＡＲＯ 静岡県 2:27:39.96

200 18317 井戸田 敬一 ｲﾄﾀﾞ ｹｲｲﾁ 愛知県 2:28:41.52
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201 18334 関根 尚一 ｾｷﾈ ﾖｼｶｽﾞ 群馬県 2:29:45.60

202 17090 山田 勝則 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 埼玉県 2:30:11.04

203 18307 鈴木 昭夫 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ 静岡県 2:30:26.34

204 19063 安富 治 ﾔｽﾄﾐ ｵｻﾑ
ゆるゆるペダル

神奈川県 2:31:02.68

205 20252 片岡 敏博 ｶﾀｵｶ ﾄｼﾋﾛ

ａｔｅＩｉｅｒＦＬＥＵＶＥ

東京都 2:31:40.79

206 19436 佐藤 修作 ｻﾄｳ ｼｭｳｻｸ 神奈川県 2:32:09.47

207 18010 杉山 壽 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋｻｼ
湘南レーシング

神奈川県 2:32:10.58

208 18256 吉村 伸一 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 東京都 2:32:50.97

209 19461 劉 文章 ﾘｭｳ ﾌﾞﾝｼｮｳ ｖｅｒｔｅｘ ｓｐｏｒｔ 福岡県 2:33:15.61

210 17353 平田 和彦 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 2:33:30.36

211 19331 中野 哲志 ﾅｶﾉ ﾃﾂｼ 群馬県 2:34:49.28

212 14518 向田 吉男 ﾑｺｳﾀﾞ ﾖｼｵ

カナちゃんレ－シング

神奈川県 2:35:08.45

213 14047 石橋 正 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾀﾞｼ 東京都 2:35:20.64

214 17432 金子 和廣 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 富山県 2:35:24.03

215 17446 森 興次 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 東京都 2:38:03.87

216 18235 板垣 正人 ｲﾀｶﾞｷ ﾏｻﾋﾄ 東京都 2:39:07.04

217 17240 安本 和宏 ﾔｽﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山県 2:40:29.88

218 16526

ＬＩＮ ＣＨＩＨ－ＣＨＡＮＧ

ｉ Ｓｅｔ Ｂｉｋｅ 2:44:53.77

219 20219 江濱 憲昭 ｴﾊﾏ ﾉﾘｱｷ

シャカリキチャリ

長崎県 2:46:47.44

220 18335 白根 秀一 ｼﾗﾈ ｼｭｳｲﾁ 埼玉県 2:47:07.53

221 11178 望月 千織 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾁｵﾙ 山梨県 2:47:17.65

222 18232 川羽田 勝美 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶﾂﾐ 埼玉県 2:48:14.42

223 17039 金森 英夫 ｶﾅﾓﾘ ﾋﾃﾞｵ Ｆ３０００ 東京都 2:51:05.10

224 17474 花香 隆之 ﾊﾅｶ ﾀｶﾕｷ

秀光サイクリングチーム

神奈川県 2:52:01.91

225 19162 藤岡 敏式 ﾌｼﾞｵｶ ﾄｼﾉﾘ 滋賀県 2:52:57.62

226 18273 武藤 隆則 ﾑﾄｳ ﾀｶﾉﾘ ＫＯＢＡＲＩＮ 山梨県 2:53:54.90

227 20178 林 克雄 ﾘﾝ ｹｼ

童年時光機自行車隊

東京都 2:54:21.70

228 20238 嶋田 邦樹 ｼﾏﾀﾞ ｸﾆｷ 奈良県 2:54:58.58

229 18127 牛田 一夫 ｳｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ 山梨県 2:56:04.15

230 16470 林 忠由 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞﾖｼ 大阪府 2:57:44.44

231 14511 岩佐 博文 ｲﾜｻ ﾋﾛﾌﾐ 岐阜県 2:58:22.43

232 17533 田辺 昌徳 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 東京都 2:58:52.12

233 17424 長田 誠 ﾅｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 広島県 2:59:00.02

234 18454 水口 望 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾑ 兵庫県 3:09:28.28

235 18477 山田 武司 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 3:12:14.60

236 17572

ＣＨＥＮ ＴＡＩ－ＨＳＩＡＮＧ

ｉ Ｓｅｔ Ｂｉｋｅ 3:13:39.64

237 18396 藤崎 哲 ﾌｼﾞｻｷ ｻﾄﾙ

下落合自転車倶楽部

東京都 3:14:27.51

238 18490 沼田 孝志 ﾇﾏﾀ ﾀｶｼ 埼玉県 3:26:06.48

239 18357 高松 治 ﾀｶﾏﾂ ｵｻﾑ 埼玉県 3:28:20.29

240 18248 デハーン ロルフ ﾃﾞﾊｰﾝ ﾛﾙﾌ

Ｔｏｋｙｏ Ｃｒａｎｋｓ

静岡県 3:30:28.66


