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順位 BIB 氏名 フリガナ チーム名 記録 TOP差

1 4119 井口 亮 イグチ リョウ VIVA ZAPPEI 0時間42分55秒.063 -

2 4111 石井 章彦 イシイ アキヒコ チームマリリン 0時間43分48秒.848 +00分53秒.785

3 4030 新井 真一 アライ シンイチ 0時間43分52秒.360 +00分57秒.297

4 4044 関口 究 セキグチ キワム OTR 0時間44分47秒.992 +01分52秒.929

5 4061 大数加 光治 オオスカ コウジ 東京大学整形外科 0時間45分12秒.457 +02分17秒.394

6 4113 森本 誠児 モリモト セイジ スプリングウインド２３０ 0時間46分12秒.121 +03分17秒.058

7 4086 前川 善昭 マエカワ ヨシアキ ＲＩＮＺＡＲＵ 0時間46分16秒.410 +03分21秒.347

8 4050 見目 邦博 ケンモク クニヒロ TEAM J.B 0時間46分49秒.032 +03分53秒.969

9 4037 浅香 達彦 アサカ タツヒコ 718works 0時間46分55秒.274 +04分00秒.211

10 4077 中山 豊和 ナカヤマ トヨカズ ＫＬＴ山岳部 0時間47分04秒.910 +04分09秒.847

11 4132 斉藤 渉 サイトウ ワタル 0時間47分10秒.473 +04分15秒.410

12 4040 高橋 智明 タカハシ トモアキ ＺＪＲＴ 0時間47分25秒.985 +04分30秒.922

13 4067 大数加 崇之 オオスカ タカシ 0時間47分33秒.852 +04分38秒.789

14 4004 松井 芳賢 マツイ ヨシノリ VIVA☆ZAPPEI 0時間47分39秒.785 +04分44秒.722

15 4085 矢島 竜一 ヤジマ リュウイチ TEAM AMiGos 0時間47分56秒.477 +05分01秒.414

16 4087 竹内 誠 タケウチ マコト 高齢者の会 0時間48分03秒.965 +05分08秒.902

17 4126 田村 元厚 タムラ ユキアツ 0時間48分41秒.766 +05分46秒.703

18 4121 佐藤 政幸 サトウ マサユキ 竹芝自転車倶楽部 0時間48分52秒.301 +05分57秒.238

19 4120 吉田 拓也 ヨシダ タクヤ 0時間49分08秒.680 +06分13秒.617

20 4127 今福 正幸 イマフク マサユキ 水石山登り鯛 0時間49分17秒.430 +06分22秒.367

21 4089 藤倉 茂雄 フジクラ シゲオ チームスカイベリー 0時間49分30秒.477 +06分35秒.414

22 4018 上野 真 ウエノ シン VIVA☆ZAPPEI 0時間49分32秒.836 +06分37秒.773

23 4069 高橋 靖之 タカハシ ヤスユキ 0時間49分42秒.375 +06分47秒.312

24 4019 大平 明洋 オオヒラ アキヒロ サタアリ 0時間49分51秒.278 +06分56秒.215

25 4063 岩波 猛 イワナミ タケシ 横浜緑区夜錬 0時間50分13秒.938 +07分18秒.875

26 4097 岩田 幸良 イワタ ユキヨシ SBTM 0時間50分26秒.731 +07分31秒.668

27 4122 高橋 真基 タカハシ マサキ チームサイクルミノル 0時間50分31秒.809 +07分36秒.746

28 4055 関根 寛樹 セキネ ヒロキ ナマズプラス栃木 0時間50分46秒.094 +07分51秒.031

29 4024 小松 正樹 コマツ マサキ 0時間50分47秒.707 +07分52秒.644

30 4090 中山 敦 ナカヤマ アツシ マツナガ 0時間50分57秒.961 +08分02秒.898

31 4131 八重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ オッティモ 0時間51分06秒.735 +08分11秒.672

32 5120 田崎 昭一 タサキ ショウイチ JX磯原大盛塾NEMOTO 0時間51分08秒.532 +08分13秒.469

33 4023 佐藤 寿典 サトウ トシノリ 大福屋 0時間51分14秒.621 +08分19秒.558

34 4029 榎本 光晃 エノモト ミツアキ 0時間51分30秒.012 +08分34秒.949

35 5038 渡邊 和彦 ワタナベ カズヒコ 0時間51分33秒.946 +08分38秒.883

36 4033 松﨑 広一 マツザキ コウイチ チームニルス 0時間51分50秒.274 +08分55秒.211

37 4028 葭葉 剛士 ヨシバ タケシ ＮＳＫナカニシ 0時間51分54秒.735 +08分59秒.672

38 4059 石山 典幸 イシヤマ ノリユキ 東京大学整形外科 0時間52分13秒.379 +09分18秒.316

39 4002 植野 渉 ウエノ ワタル チームスカイベリー 0時間52分14秒.500 +09分19秒.437

40 4115 白石 宣洋 シロイシ ノブヒロ 0時間52分24秒.344 +09分29秒.281

41 4065 稲葉 誠一郎 イナバ セイイチロウ デボーション 0時間52分26秒.465 +09分31秒.402
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42 4066 川嶌 和明 カワシマ カズアキ  ＮＡＭＡＺＵ　ＴＯＣＨＩＧＩ 0時間52分33秒.953 +09分38秒.890

43 4129 秋元 勝 アキモト マサル Team SST 0時間52分47秒.918 +09分52秒.855

44 4083 宮本 二郎 ミヤモト ジロウ 0時間53分00秒.305 +10分05秒.242

45 4080 千野 崇 チノ タカシ 0時間53分03秒.582 +10分08秒.519

46 5101 板坂 雅彦 イタサカ マサヒコ 夕霧峠 0時間53分04秒.621 +10分09秒.558

47 4108 齋藤 憲幸 サイトウ ノリユキ 竹芝サイクルレーシング 0時間53分04秒.801 +10分09秒.738

48 4011 川上 隆 カワカミ タカシ チームピニャータ 0時間53分06秒.176 +10分11秒.113

49 4027 中村 昇平 ナカムラ ショウヘイ 0時間53分11秒.664 +10分16秒.601

50 4008 猪野 宏幸 イノ ヒロユキ Divertire 0時間53分16秒.703 +10分21秒.640

51 4031 吉田 隆太 ヨシダ リュウタ ＴＥＡＭ　ＳＡＬＵＴＥ川越 0時間53分17秒.430 +10分22秒.367

52 4039 三本木 昭仁 サンボンギ アキヒト 鮎信友の会 0時間53分40秒.207 +10分45秒.144

53 4075 井手 達也 イデ タツヤ 0時間53分46秒.153 +10分51秒.090

54 4098 石山 正樹 イシヤマ マサキ Cycom/多武峰朝練 0時間53分55秒.860 +11分00秒.797

55 4128 宮本 延明 ミヤモト ノブアキ 0時間54分12秒.121 +11分17秒.058

56 4117 小堺 猛弘 コサカイ タケヒロ taiki☆works 0時間54分19秒.364 +11分24秒.301

57 4062 辰巳 大朗 タツミ ヒロアキ オッティモ 0時間54分19秒.590 +11分24秒.527

58 4052 渡邉 俊彦 ワタナベ トシヒコ チームとの 0時間54分20秒.887 +11分25秒.824

59 4124 田上 建 タガミ タツル Team Ashiviva 0時間54分28秒.379 +11分33秒.316

60 4005 星場 崇徳 ホシバ タカノリ ＶＥＮＴＵＳ 0時間54分30秒.551 +11分35秒.488

61 4053 古谷 博行 フルヤ ヒロユキ 0時間54分32秒.684 +11分37秒.621

62 4099 山岡 俊和 ヤマオカ トシカズ 0時間54分39秒.594 +11分44秒.531

63 4056 出井 秀幸 イデイ ヒデユキ NAMAZU  TOCHIGI 0時間54分47秒.047 +11分51秒.984

64 4060 矢島 修 ヤジマ オサム 桐生市役所自転車同好会 0時間54分55秒.371 +12分00秒.308

65 4100 飯島 将来 イイジマ マサキ C-PRO 0時間55分06秒.008 +12分10秒.945

66 4009 姉崎 裕行 アネザキ ヒロユキ 0時間55分07秒.391 +12分12秒.328

67 4048 林 憲孝 ハヤシ ノリタカ 0時間55分29秒.543 +12分34秒.480

68 5058 齋藤 信人 サイトウ ノブト グレンツェン山形 0時間55分38秒.157 +12分43秒.094

69 5093 五十嵐 裕人 イガラシ ヒロト チーム　マリリン 0時間55分39秒.043 +12分43秒.980

70 4032 人見 和幸 ヒトミ カズユキ ＫＩＩＲＯＩＴＯＲＩ 0時間55分39秒.969 +12分44秒.906

71 4046 谷口 智之 ヤグチ トモユキ GMR 0時間55分58秒.110 +13分03秒.047

72 4092 前野 秀明 マエノ ヒデアキ 0時間55分58秒.453 +13分03秒.390

73 4015 相村 誠 アイムラ マコト 0時間55分59秒.457 +13分04秒.394

74 5004 渡邉 哲生 ワタナベ テツオ avid 0時間56分08秒.047 +13分12秒.984

75 4102 長尾 知宏 ナガオ トモヒロ ＨＯＮＤＡ栃木 0時間56分12秒.180 +13分17秒.117

76 4091 黒川 学 クロカワ マナブ 0時間56分13秒.926 +13分18秒.863

77 4038 生田目 恵 ナマタメ メグミ NAMAブラーザン 0時間56分23秒.352 +13分28秒.289

78 5130 石川 智則 イシカワ トモノリ 0時間56分30秒.016 +13分34秒.953

79 4054 鈴木 悟 スズキ サトル Team 二次元 0時間56分31秒.500 +13分36秒.437

80 4045 中三川 正樹 ナカミカワ マサキ 亀山社中 0時間56分35秒.305 +13分40秒.242

81 5069 江口 恭章 エグチ タカアキ 0時間56分35秒.871 +13分40秒.808

82 4101 侭田 光広 ママダ ミツヒロ TEAM Ksy 0時間56分36秒.129 +13分41秒.066
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83 4058 渡邉 重幸 ワタナベ シゲユキ 0時間56分49秒.086 +13分54秒.023

84 4057 中谷 大介 ナカヤ ダイスケ 0時間57分15秒.141 +14分20秒.078

85 5103 長瀬 琢也 ナガセ タクヤ EQMEN RACING 0時間57分23秒.887 +14分28秒.824

86 5114 田添 芳則 タゾエ ヨシノリ 株式会社白川電機製作所 0時間57分44秒.254 +14分49秒.191

87 4082 森本 修 モリモト オサム リベルタス 0時間57分51秒.981 +14分56秒.918

88 5106 高橋 邦夫 タカハシ クニオ SUCC轍友会 0時間57分57秒.610 +15分02秒.547

89 4104 町田 進 マチダ ススム 0時間58分07秒.551 +15分12秒.488

90 4110 川田 光一 カワタ コウイチ オンザロード 0時間58分14秒.563 +15分19秒.500

91 5049 平山 護太郎 ヒラヤマ モリタロウ WEST 0時間58分18秒.453 +15分23秒.390

92 4035 添田 哲夫 ソエダ テツオ 0時間58分22秒.282 +15分27秒.219

93 4049 高橋 敏康 タカハシ トシヤス ＮＡＭＡＺＵ　ＴＯＣＨＩＧＩ 0時間58分42秒.887 +15分47秒.824

94 5026 橋本 幸和 ハシモト ユキカズ 栃木自教 0時間58分56秒.953 +16分01秒.890

95 4107 葛西 研一 カサイ ケンイチ 0時間58分57秒.231 +16分02秒.168

96 4071 鈴木 聖仁 スズキ マサヒト 0時間59分10秒.950 +16分15秒.887

97 4068 小田 靖人 オタ゛ ヤスヒト 0時間59分19秒.004 +16分23秒.941

98 5054 浦上 忠利 ウラカミ タダトシ 0時間59分45秒.196 +16分50秒.133

99 4034 高根沢 政幸 タカネザワ マサユキ 0時間59分46秒.535 +16分51秒.472

100 4109 矢島 努 ヤジマ ツトム さるかめウッキー 0時間59分56秒.438 +17分01秒.375

101 4007 橋本 透 ハシモト トオル Team SKYBERRY 1時間00分22秒.496 +17分27秒.433

102 5111 鈴木 一成 スズキ カズナリ REIWA254 1時間00分24秒.508 +17分29秒.445

103 4073 小宅 享 オヤケ ススム ＪＸ金属磯原自転車部 1時間00分29秒.575 +17分34秒.512

104 5126 児玉 隆一 コダマ リュウイチ 1時間00分37秒.219 +17分42秒.156

105 5112 近藤 慎介 コンドウ ノリユキ SNI自転車部 1時間00分40秒.758 +17分45秒.695

106 5118 市原 義信 イチハラ ヨシノブ インナーロー 1時間00分45秒.059 +17分49秒.996

107 4123 赤川 耐 アカガワ タイ 1時間00分45秒.637 +17分50秒.574

108 5084 比氣 徹 ヒキ トオル トレラバ 1時間01分12秒.211 +18分17秒.148

109 5096 勝又 東 カツマタ アズマ Li-re sleep 1時間01分18秒.700 +18分23秒.637

110 5108 峯岸 裕寿 ミネギシ ユウジ Team 908 1時間01分21秒.375 +18分26秒.312

111 5056 松井 成臣 マツイ ナルオミ 1時間01分29秒.532 +18分34秒.469

112 4133 星 操 ホシ ミサオ 1時間01分37秒.590 +18分42秒.527

113 4025 九矢 政史 クヤ マサシ 1時間01分49秒.250 +18分54秒.187

114 4013 青木 和巳 アオキ カズミ Divertire 1時間01分50秒.992 +18分55秒.929

115 5060 磯野 洋一 イソノ ヨウイチ meiji cycling team 1時間02分13秒.438 +19分18秒.375

116 4026 岩崎 陽介 イワサキ ヨウスケ インフレーターズ 1時間02分14秒.606 +19分19秒.543

117 4116 五月女 充宏 ソウトメ ミツヒロ namazu plus tochigi 1時間02分22秒.625 +19分27秒.562

118 4076 小林 寛 コバヤシ ヒロシ チームジャンダルム 1時間02分22秒.860 +19分27秒.797

119 4074 小西 克彦 コニシ カツヒコ レッドパンチャー 1時間02分54秒.481 +19分59秒.418

120 5131 吉沢 幸夫 ヨシザワ ユキオ 1時間03分03秒.348 +20分08秒.285

121 5066 上野 貴彦 ウエノ タカヒコ 1時間03分05秒.172 +20分10秒.109

122 4081 金沓 祐介 カナグツ ユウスケ 無所属 1時間03分22秒.883 +20分27秒.820

123 5115 福田 真治 フクダ マサハル 1時間03分39秒.446 +20分44秒.383
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124 5063 寺山 久 テラヤマ ヒサシ OTR 1時間03分47秒.000 +20分51秒.937

125 4105 鈴木 隆洋 スズキ タカヒロ 1時間03分54秒.793 +20分59秒.730

126 5062 洞澤 昇 ホラサワ ノボル テニスクラブ 1時間03分58秒.676 +21分03秒.613

127 4088 桑名 真也 クワナ シンヤ 1時間04分14秒.610 +21分19秒.547

128 4014 佐藤 大 サトウ マサル 1時間04分32秒.614 +21分37秒.551

129 5033 岩渕 史博 イワブチ フミヒロ 1時間04分37秒.450 +21分42秒.387

130 5001 永森 さとし ナガモリ サトシ Team OZIAR 1時間05分07秒.778 +22分12秒.715

131 4017 川又 永治 カワマタ エイジ 1時間05分11秒.582 +22分16秒.519

132 4010 沼田 和行 ヌマタ カズユキ 1時間05分52秒.614 +22分57秒.551

133 5082 丹野 虎士己 タンノ コオキ 1時間05分54秒.711 +22分59秒.648

134 5116 永見 健 ナガミ タケシ 1時間06分20秒.215 +23分25秒.152

135 5067 中島 祐一 ナカシマ ユウイチ チームユー 1時間06分25秒.528 +23分30秒.465

136 5113 浅野 宏高 アサノ ヒロタカ 1時間06分33秒.102 +23分38秒.039

137 5022 堀木 辰欣 ホリキ タツヨシ We Love O2 1時間06分52秒.700 +23分57秒.637

138 5095 室木 貴行 ムロキ タカユキ 1時間06分53秒.043 +23分57秒.980

139 5072 坂本 隆 サカモト タカシ 1時間07分05秒.532 +24分10秒.469

140 5097 赤井 剛 アカイ ゴウ 1時間07分20秒.524 +24分25秒.461

141 4043 後藤 仁 ゴトウ ヒトシ チームジャンダルム 1時間07分47秒.879 +24分52秒.816

142 5073 佐藤 孝 サトウ タカシ TEAM NOW 1時間08分17秒.918 +25分22秒.855

143 5014 清水 和之 シミズ カズユキ 天文部 1時間08分33秒.633 +25分38秒.570

144 5085 吉岡 正則 ヨシオカ マサノリ 1時間08分52秒.328 +25分57秒.265

145 5123 石川 光晴 イシカワ ミツハル B.C宇都宮 1時間09分04秒.610 +26分09秒.547

146 5007 眞柄 雄樹 マガラ ユウキ 1時間09分13秒.379 +26分18秒.316

147 5044 佐藤 哲也 サトウ テツヤ 1時間09分19秒.856 +26分24秒.793

148 4072 高橋 貴幸 タカハシ タカユキ 1時間09分46秒.575 +26分51秒.512

149 5048 北岡 剛 キタオカ ゴウ JAC 1時間09分50秒.848 +26分55秒.785

150 5107 大房 均 オオフサ ヒトシ 1時間10分06秒.496 +27分11秒.433

151 5042 齋藤 豊彦 サイトウ トヨヒコ 1時間10分09秒.289 +27分14秒.226

152 4078 高橋 毅 タカハシ タケシ ＭＩＶＲＯ 1時間10分32秒.801 +27分37秒.738

153 5053 川村 広一 カワムラ コウイチ 1時間10分38秒.985 +27分43秒.922

154 5005 沢村 幸一 サワムラ コウイチ 1時間10分40秒.328 +27分45秒.265

155 5125 福田 忠彦 フクダ タダヒコ 1時間10分41秒.520 +27分46秒.457

156 5127 山﨑 洋一 ヤマザキ ヨウイチ Spokes 1時間10分52秒.313 +27分57秒.250

157 5025 阿部 文彦 アベ フミヒコ 1時間10分53秒.867 +27分58秒.804

158 5081 市川 明 イチカワ アキラ TEAM NOW 1時間10分55秒.102 +28分00秒.039

159 5016 丸山 努 マルヤマ ツトム 1時間11分03秒.344 +28分08秒.281

160 5078 須田 浩一 スダ ヒロヒト 1時間11分48秒.172 +28分53秒.109

161 5121 橋本 猛 ハシモト タケシ B.C宇都宮 1時間12分03秒.117 +29分08秒.054

162 5077 奥野 博文 オクノ ヒロフミ 1時間12分10秒.782 +29分15秒.719

163 5024 増田 恭雄 マスダ ヤスオ 1時間12分13秒.485 +29分18秒.422

164 5064 金井 聡 カナイ サトシ 柴田銀輪会 1時間12分54秒.121 +29分59秒.058
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165 4095 藤崎 弘勝 フジサキ ヒロカツ 1時間13分04秒.879 +30分09秒.816

166 5010 小山田 優 オヤマダ マサル ＣＡＣ　チームＭ 1時間13分26秒.805 +30分31秒.742

167 5029 新井 俊英 アライ トシヒデ 1時間13分29秒.289 +30分34秒.226

168 5006 本橋 恵一 モトハシ ケイイチ 宇都宮ハンマーヘッド 1時間13分30秒.856 +30分35秒.793

169 5080 福嶋 一仁 フクシマ カズヒト 1時間13分31秒.742 +30分36秒.679

170 5032 田中 昇 タナカ ノボル NAMAZU TOCHIGI 1時間13分32秒.258 +30分37秒.195

171 5102 福島 武 フクシマ タケシ Cycling Tsukuba 1時間13分46秒.789 +30分51秒.726

172 5091 勝山 佳典 カツヤマ ヨシノリ 1時間13分52秒.313 +30分57秒.250

173 5110 廣瀬 昌弘 ヒロセ マサヒロ 1時間14分10秒.246 +31分15秒.183

174 5018 粂川 義樹 クメカワ ヨシキ チームあやいく 1時間14分20秒.176 +31分25秒.113

175 5124 六笠 勝己 ムカサ カツミ 1時間14分25秒.512 +31分30秒.449

176 4047 法師人 竜也 ホウシト タツヤ 1時間14分28秒.477 +31分33秒.414

177 5109 伊藤 伸之 イトウ ノブユキ にゅひ～ん 1時間14分39秒.660 +31分44秒.597

178 5021 小野﨑 晋太郎 オノザキ シンタロウ 1時間14分45秒.262 +31分50秒.199

179 5105 高塚 雅弘 タカツカ マサヒロ 1時間14分49秒.645 +31分54秒.582

180 5009 山田 聖之 ヤマダ マサユキ 1時間14分51秒.145 +31分56秒.082

181 4022 水無 誠 ミズナシ マコト 1時間14分56秒.313 +32分01秒.250

182 5100 長谷川 茂 ハセガワ シゲル 1時間15分14秒.985 +32分19秒.922

183 4041 宮本 健志 ミヤモト ケンジ UBC 1時間15分45秒.371 +32分50秒.308

184 5074 丸山 光貴 マルヤマ ミツタカ ７０６９ｅｒｓ 1時間16分26秒.133 +33分31秒.070

185 5045 柴山 裕之 シバヤマ ヒロユキ 1時間16分45秒.000 +33分49秒.937

186 5034 遠藤 直也 エンドウ ナオヤ prego 1時間16分58秒.450 +34分03秒.387

187 5061 小谷野 健司 コヤノ ケンジ 1時間17分06秒.848 +34分11秒.785

188 5051 水野 智之 ミズノ トモユキ ワイルドバーズ 1時間17分51秒.707 +34分56秒.644

189 5002 阿部 国治 アベ クニハル 大秦野学園自転車部 1時間19分04秒.067 +36分09秒.004

190 5122 内藤 頼光 ナイトウ ヨリミツ 1時間19分04秒.399 +36分09秒.336

191 5089 三輪 洋照 ミワ ヒロアキ 1時間19分35秒.367 +36分40秒.304

192 5088 大垣 広人 オオガキ ヒロト 1時間19分41秒.762 +36分46秒.699

193 5092 服部 正行 ハットリ マサユキ チーム　マリリン 1時間20分26秒.813 +37分31秒.750

194 5003 小鹿野 健一 オガノ ケンイチ TEAM SALUTE川越 1時間20分46秒.586 +37分51秒.523

195 5039 両方 貴宏 リョウカタ タカヒロ 1時間20分50秒.660 +37分55秒.597

196 5079 菊池 秀隆 キクチ ヒデタカ 1時間21分08秒.254 +38分13秒.191

197 5129 田中 敦 タナカ アツシ 1時間21分30秒.500 +38分35秒.437

198 5011 岩谷 慎也 イワタニ シンヤ 1時間21分43秒.016 +38分47秒.953

199 5099 高橋 頼孝 タカハシ ヨリタカ 有賀園ゴルフ 1時間22分00秒.278 +39分05秒.215

200 5013 大房 伸行 オオフサ ノブユキ 1時間22分30秒.387 +39分35秒.324

201 5055 森 浩一 モリ コウイチ 1時間22分36秒.985 +39分41秒.922

202 5075 杉山 賢 スギヤマ サトシ 1時間22分58秒.348 +40分03秒.285

203 5037 芦沢 幸嗣 アシザワ コウジ 530711 1時間24分11秒.492 +41分16秒.429

204 5119 遠藤 大輔 エンドウ ダイスケ 1時間24分30秒.817 +41分35秒.754

205 5047 中村 仁 ナカムラ ジン 1時間24分40秒.590 +41分45秒.527
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206 5087 田口 政良 タグチ マサヨシ 1時間26分34秒.688 +43分39秒.625

207 5017 小宅 秀徳 オヤケ ヒデノリ 1時間26分37秒.098 +43分42秒.035

208 5090 水越 栄司 ミズコシ エイジ 1時間26分58秒.715 +44分03秒.652

209 5031 大森 努 オオモリ ツトム NAMAZU  PLUS  TOCHIGI 1時間27分38秒.524 +44分43秒.461

210 5036 仲島 博則 ナカジマ ヒロノリ トレラバ 1時間28分13秒.282 +45分18秒.219

211 5023 遠藤 綾人 エンドウ アヤト 桐生市役所自転車同好会 1時間29分26秒.176 +46分31秒.113

212 5030 田中 政良 タナカ マサヨシ 1時間31分36秒.590 +48分41秒.527

213 5052 並木 太一郎 ナミキ タイチロウ ＧＳＣＣ目黒通り 1時間31分59秒.985 +49分04秒.922

214 5015 望月 秀展 モチヅキ ヒデノブ 1時間33分19秒.930 +50分24秒.867

215 5098 松本 貢一 マツモト コウイチ 1時間34分07秒.305 +51分12秒.242

216 5008 印南 奨 インナミ ススム Cat'sSphere 1時間38分01秒.278 +55分06秒.215

217 5059 玉置 忠則 タマオキ タダノリ ワイルドバーズ 1時間38分26秒.575 +55分31秒.512

218 5057 吉野 直人 ヨシノ ナオト ＳＪＮ 1時間41分25秒.801 +58分30秒.738

219 5019 樫村 正道 カシムラ マサミチ 1時間46分21秒.563 +1時間03分26秒.500

220 5083 藤岡 昌昭 フジオカ マサアキ le soleil 1時間54分33秒.950 +1時間11分38秒.887

221 5035 安倍 伸文 アベ ノブフミ 1時間58分01秒.219 +1時間15分06秒.156

222 5046 石渡 秀幸 イシワタリ ヒデユキ 2時間01分44秒.434 +1時間18分49秒.371
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