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1 10301 高山 信行 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ

トライアスロンチームＳＵＢ３

神奈川県 1:16:51.33

2 1054 形本 静夫 ｶﾀﾓﾄ ｼｽﾞｵ 北海道 1:28:03.26

3 2408 田上 恵次郎 ﾀｶﾞﾐ ｹｲｼﾞﾛｳ ＴＥＡＭ光 愛知県 1:30:39.61

4 11880 鈴木 恒二 ｽｽﾞｷ ﾂﾈｼﾞ 福島県 1:31:31.82

5 12498 上口 幸雄 ｶﾐｸﾞﾁ ﾕｷｵ オッテモ 千葉県 1:37:13.71

6 2242 松村 一正 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ ＣＷＳ 東京都 1:38:32.48

7 11908 前田 敏彦 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋｺ

チーム ｉ （アイ）

大阪府 1:44:25.78

8 3272 中野 孝俊 ﾅｶﾉ ﾀｶﾄｼ
なるしまフレンド

東京都 1:44:36.07

9 3415 明石 博孝 ｱｶｼ ﾋﾛﾀｶ 千葉県 1:50:29.36

10 12991 河俣 利夫 ｶﾜﾏﾀ ﾄｼｵ エンドウ商会 神奈川県 1:51:45.14

11 4669 松島 尭 ﾏﾂｼﾏ ﾀｶｼ 茨城県 1:52:08.05

12 6639 白根 秀一 ｼﾗﾈ ｼｭｳｲﾁ 埼玉県 1:52:37.38

13 3943 落 雅美 ｵﾁ ﾏｻﾐ こうのとり 東京都 1:54:36.18

14 4204 岩崎 定男 ｲﾜｻｷ ｻﾀﾞｵ 信天翁 東京都 1:59:06.53

15 4250 三木 洋三 ﾐｷ ﾖｳｿﾞｳ
レスキュー東京

埼玉県 1:59:35.21

16 4417 三宅 威美 ﾐﾔｹ ﾀｹﾐ 岡山県 2:00:35.31

17 5173 田制 政憲 ﾀｾｲ ﾏｻﾉﾘ 山形県 2:00:41.69

18 3059 田中 学 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ

クラブしずおかサイクル

埼玉県 2:01:02.41

19 2619 望月 正明 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｱｷ

ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

滋賀県 2:03:01.26

20 14160 陶山 芳一 ｽﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ
ｄｅｒｕｔａ／ｕｅｉｖｕ

京都府 2:05:25.52

21 5609 小里 仁 ｺｻﾞﾄ ﾋﾄｼ 神奈川県 2:06:01.00

22 5195 島方 則正 ｼﾏｶﾀ ﾉﾘﾏｻ 東京都 2:07:23.51

23 12938 日高 誠一 ﾋﾀﾞｶ ｾｲｲﾁ チームｉ 京都府 2:10:53.54

24 5218 清水 光雄 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂｵ チームコバリン 山梨県 2:11:41.80

25 12678 栢本 隆博 ｶﾔﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 奈良県 2:18:47.06

26 12919 佐藤 隆夫 ｻﾄｳ ﾀｶｵ チーム Ｉ 埼玉県 2:20:14.47

27 12434 古寺 泰司 ｺﾃﾞﾗ ﾔｽｼﾞ セオ大宮 埼玉県 2:21:09.80

28 5343 山田 登志晃 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県 2:31:10.22

29 12552 大森 厚志 ｵｵﾓﾘ ｱﾂｼ 東京都 2:34:40.45

30 5987 和田 稔 ﾜﾀﾞ ﾐﾉﾙ ベックスイソヤ 東京都 2:36:29.41

31 6349 柳川 修 ﾔﾅｶﾞﾜ ｵｻﾑ 長野県 2:37:03.50

32 6561 反田 英雄 ｿｯﾀ ﾋﾃﾞｵ

常磐ホテル銀輪部

山梨県 2:37:14.75

33 14476 長塚 茂 ﾅｶﾞﾂｶ ｼｹﾞﾙ 茨城県 2:40:37.19

34 5390 杉田 大助 ｽｷﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 2:42:27.14

35 15496 齋藤 實 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 神奈川県 2:47:02.54

36 6558 内海 忠司 ｳﾂﾐ ﾀﾀﾞｼ 東京都 2:58:32.95

37 6896 松田 暉 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｶﾙ Ｔｅａｍ Ｂａｒｃａ 兵庫県 3:54:32.85


