
順位 BIB 氏名 フリガナ チーム名 記録 TOP差

1 1020 南川 航 ミナミカワ ワタル 天照 0時間41分37秒.774 -

OPN *9991 堀　孝明 ホリ トシアキ 宇都宮ブリッツェン 0時間43分16秒.563 +01分38秒.789

2 1070 瀬古 尚彦 セコ ナオヒコ 前橋市役所 0時間43分17秒.340 +01分39秒.566

3 1041 斎藤 拓歩 サイトウ タクホ 0時間43分33秒.262 +01分55秒.488

4 1064 茂呂 佳名人 モロ カナト 栄北高校 0時間44分00秒.918 +02分23秒.144

5 1012 山下 智大 ヤマシタ トモヒロ サイクルガレージ KCS 0時間44分49秒.348 +03分11秒.574

6 1032 大阿久 和誠 オオアク マサノブ 0時間45分52秒.200 +04分14秒.426

7 1044 片倉 大 カタクラ タケシ Ｃｒｕｃｉｂｌｅ仙台 0時間46分11秒.774 +04分34秒.000

8 1083 小山田 圭太 オヤマダ ケイタ 0時間46分29秒.317 +04分51秒.543

9 1055 斉木 卓也 サイキ タクヤ 0時間46分45秒.825 +05分08秒.051

10 1050 宇賀持 凌 ウガモチ リョウ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 0時間47分22秒.297 +05分44秒.523

11 1086 齋藤 翼 サイトウ ツバサ FM730 0時間47分23秒.680 +05分45秒.906

12 1027 五十嵐 和輝 イガラシ カズキ 0時間47分26秒.614 +05分48秒.840

13 1025 稲見 真理 イナミ マサミチ OTR 0時間47分32秒.504 +05分54秒.730

14 1051 大高 裕生 オオタカ ユウキ HOT STAFF 0時間47分38秒.325 +06分00秒.551

15 1011 高橋 城太郎 タカハシ ジョウタロウ 0時間47分43秒.239 +06分05秒.465

16 1062 高橋 真 タカハシ マコト 0時間47分57秒.492 +06分19秒.718

17 1067 吉田 有輝 ヨシダ ユウキ B.C.宇都宮 0時間48分29秒.692 +06分51秒.918

18 1004 増田 尚也 マスダ ナオヤ オンザロード 0時間48分36秒.817 +06分59秒.043

19 1047 藤田 友弥 フジタ トモヤ 0時間48分45秒.867 +07分08秒.093

20 1076 飛田 浩之 トビタ ヒロユキ ＴＥＡＭ輪持久業 0時間48分59秒.328 +07分21秒.554

21 1061 川﨑 晃弘 カワサキ アキヒロ Team Mu61 0時間49分31秒.657 +07分53秒.883

22 1035 藤原 正貴 フジワラ マサタカ 0時間49分46秒.223 +08分08秒.449

23 1029 渡邊 嵩博 ワタナベ タカヒロ 0時間49分55秒.403 +08分17秒.629

24 1052 林 伶音 ハヤシ レオン 横浜学校 0時間50分17秒.836 +08分40秒.062

25 1034 西野 隼人 ニシノ ハヤト WEST 0時間50分20秒.535 +08分42秒.761

26 1013 荒井 佑輔 アライ ユウスケ チームALL矢板(仮) 0時間51分00秒.871 +09分23秒.097

27 1030 堀江 一葉 ホリエ カズハ flecha 0時間51分38秒.063 +10分00秒.289

28 1038 岩崎 裕人 イワザキ ヒロト CIVETTA 0時間53分46秒.098 +12分08秒.324

29 1065 中田 京志郎 ナカダ キョウシロウ 0時間54分08秒.028 +12分30秒.254

30 1016 末柄 嘉之 スエガラ ヨシユキ J3 0時間54分38秒.840 +13分01秒.066

31 1080 佐藤 海里 サトウ カイリ 0時間54分42秒.731 +13分04秒.957

32 1021 齋藤 真 サイトウ シン Hairdoop 0時間54分51秒.301 +13分13秒.527

33 1057 中島 一樹 ナカジマ カズキ 決勝で会おう 0時間56分11秒.762 +14分33秒.988

34 1005 富本 将史 トミモト マサシ 0時間57分23秒.184 +15分45秒.410

35 1043 磯野 奨太 イソノ ショウタ サイクルdeターボ 0時間57分26秒.731 +15分48秒.957

36 1077 菊地 航 キクチ ワタル 0時間58分23秒.727 +16分45秒.953

37 1054 阿部 寛大 アベ ヒロマサ Team Glory 0時間58分27秒.317 +16分49秒.543

38 1074 菅原 一成 スガハラ イッセイ CYCLES TEAM BEVITORE 0時間58分35秒.653 +16分57秒.879

39 1071 村瀬 貴是 ムラセ タカユキ 0時間58分54秒.602 +17分16秒.828

40 1039 持田 寛紀 モチダ ヒロキ 0時間58分55秒.500 +17分17秒.726
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41 1072 駒井 裕太 コマイ ユウタ 0時間59分11秒.864 +17分34秒.090

42 1031 清水 翔太 シミズ ショウタ 0時間59分36秒.715 +17分58秒.941

43 1033 河合 祐樹 カワイ ユウキ 1時間00分04秒.563 +18分26秒.789

44 1001 金札 啓佑 カナフダ ケイスケ ＴＥＡＭ　ＳＡＬＵＴＥ川越 1時間01分22秒.321 +19分44秒.547

45 1048 鈴木 健 スズキ タケシ 1時間01分33秒.188 +19分55秒.414

46 1053 菊池 啓人 キクチ ヒロト 1時間01分40秒.102 +20分02秒.328

47 1015 益山 悠 マスヤマ ユウ 東海大浦安 1時間03分10秒.090 +21分32秒.316

48 1002 渡邉 浩司 ワタナベ コウジ 宇都宮ハンマーヘッド 1時間03分20秒.598 +21分42秒.824

49 1085 高橋 春翔 タカハシ ハルト 1時間04分27秒.903 +22分50秒.129

50 1006 小堀 健 コボリ ケン 1時間04分38秒.922 +23分01秒.148

51 1022 生越 正則 オオゴシ マサノリ ぬぅ 1時間05分00秒.410 +23分22秒.636

52 1046 江原 大貴 エハラ ダイキ 1時間05分39秒.871 +24分02秒.097

53 1014 本間 響 ホンマ ヒビキ 東海大浦安（Team北総Racing) 1時間06分49秒.012 +25分11秒.238

54 1024 荻野 友宏 オギノ トモヒロ 1時間07分11秒.309 +25分33秒.535

55 1079 塩田 利樹 シオタ トシキ Divertire-ディベルティーレ- 1時間07分32秒.403 +25分54秒.629

56 1082 丹野 沙音志 タンノ サトシ カヌマニア 1時間07分53秒.117 +26分15秒.343

57 1023 萩原 聡 ハギワラ ソウ 1時間08分06秒.672 +26分28秒.898

58 1036 早川 遼 ハヤカワ リョウ インフレーターズ 1時間08分14秒.461 +26分36秒.687

59 1059 赤井 篤史 アカイ アツフミ 1時間09分38秒.242 +28分00秒.468

60 1063 村井 浩嗣 ムライ ヒロツグ 1時間09分42秒.528 +28分04秒.754

61 1084 野内 佑輔 ノウチ ユウスケ Divertire 1時間10分11秒.903 +28分34秒.129

62 1037 佐藤 光翼 サトウ コウスケ 高校生 1時間11分30秒.032 +29分52秒.258

63 1068 秦野 勇 ハタノ イサム 1時間13分56秒.188 +32分18秒.414

64 1066 藤本 優翔 フジモト ユウト FFF Racing 1時間15分26秒.176 +33分48秒.402

65 1007 齋藤 貴壮 サイトウ タカアキ 1時間17分37秒.598 +35分59秒.824

66 1075 小沢 祐哉 オザワ ユウヤ 1時間19分31秒.012 +37分53秒.238

67 1019 福田 和正 フクダ カズマサ 1時間22分40秒.407 +41分02秒.633

68 1026 阿部 秀渡 アベ シュウト 1時間23分26秒.461 +41分48秒.687

69 1060 替地 皓平 カエチ コウヘイ 1時間26分05秒.785 +44分28秒.011

70 1042 佐藤 裕 サトウ ユウ 1時間26分11秒.910 +44分34秒.136

71 1018 江連 俊和 エヅレ トシカズ 1時間26分27秒.707 +44分49秒.933

72 1069 小林 尚樹 コバヤシ ナオキ 1時間28分00秒.606 +46分22秒.832

73 1081 海老原 大嗣 エビハラ タイシ 1時間39分24秒.649 +57分46秒.875
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