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1111 2024 花田　研太

2:08:22.1992:08:22.1992:08:22.1992:08:22.199
Ｉｒｉｓ自転車部 ﾊﾅﾀﾞ ｹﾝﾀ

花田　俊太 ﾊﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ2073
(  40:52.969)
(  42:04.395)

谷口　弘晃 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ2123 (  45:24.835)

2222 2010 太田　好政

2:09:32.1242:09:32.1242:09:32.1242:09:32.124
３０おっさんハァハァ ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ

青木　貴嗣 ｱｵｷ ﾀｶｼ2012
(  44:20.168)
(  40:38.425)

若原　一也 ﾜｶﾊﾗ ｶｽﾞﾔ2030 (  44:33.531)

3333 2003 原田　亮

2:09:55.8082:09:55.8082:09:55.8082:09:55.808
ナッカラマツ ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ

小池　尚 ｺｲｹ ﾀｶｼ2004
(  44:25.822)
(  43:42.972)

戸塚　裕一 ﾄﾂｶ ﾕｳｲﾁ2056 (  41:47.014)

4444 11429 横森　一樹
2:12:10.0802:12:10.0802:12:10.0802:12:10.080

firstbikes ﾖｺﾓﾘ ｶｽﾞｷ
中山　洋一 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳｲﾁ2045

(  45:22.678)
(  43:53.413)

鈴木　真人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ2046 (  42:53.989)

5555 2064 久保田　新一

2:12:50.8822:12:50.8822:12:50.8822:12:50.882
チーム松風 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ

橋本　淳 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝ2071
(  42:44.402)
(  43:09.889)

清野　淳 ｾｲﾉ ｱﾂｼ2088 (  46:56.591)

6666 2107 木村　博志

2:14:39.7902:14:39.7902:14:39.7902:14:39.790
原始人ブラザーズ ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ

濱田　浩孝 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ2133
(  44:06.995)
(  44:12.237)

清水　雅人 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ2271 (  46:20.558)

7777 2018 中村　聡史

2:18:13.5622:18:13.5622:18:13.5622:18:13.562
MIVRO　日野 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ

本田　友太郎 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾀﾛｳ2026
(  46:05.836)
(  45:19.629)

東　智博 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ2117 (  46:48.097)

8888 2077 冨丘　直人

2:20:07.8972:20:07.8972:20:07.8972:20:07.897
GROOVY ﾄﾐｵｶ ﾅｵﾄ

卜部　哲郎 ｳﾗﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ2083
(  48:53.596)
(  40:58.695)

栗田　大輝 ｸﾘﾀ ﾀﾞｲｷ2240 (  50:15.606)

9999 2269 長倉　慎之介

2:21:09.5212:21:09.5212:21:09.5212:21:09.521
βエンドルフィン桜組 ﾅｶﾞｸﾗ ｼﾝﾉｽｹ

横山　皓則 ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾉﾘ2319
(  42:21.102)
(  48:09.218)

小林　隆幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ2354 (  50:39.201)

10101010 2005 狩野　敦

2:21:09.8562:21:09.8562:21:09.8562:21:09.856
上毛レーシングＢ ｶﾉｳ ｱﾂｼ

関口　敦 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｼ2039
(  41:01.859)
(  49:08.316)

須藤　翔 ｽﾄﾞｳ ｼｮｳ2040 (  50:59.681)

11111111 2202 橋本　翔平

2:23:31.1282:23:31.1282:23:31.1282:23:31.128
firstbikes ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

後藤　祐輔 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｽｹ3182
(  48:53.750)
(  46:21.846)

齋藤　友宏 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ8467 (  48:15.532)

12121212 2113 間庭　良浩

2:26:19.2342:26:19.2342:26:19.2342:26:19.234
チームＲ＆Ｄ ﾏﾆﾜ ﾖｼﾋﾛ

田中　宏司 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ2146
(  47:35.714)
(  45:09.240)

野谷　シュンスケ ﾉﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ4092 (  53:34.280)

13131313 2254 西山　琢馬

2:26:23.4082:26:23.4082:26:23.4082:26:23.408
たくたけもの ﾆｼﾔﾏ ﾀｸﾏ

久保田　明久 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾋｻ2404
(  46:33.491)
(  48:02.877)

桑田　武彦 ｸﾜﾀ ﾀｹﾋｺ4025 (  51:47.040)

14141414 2200 神宮　則由

2:28:37.9232:28:37.9232:28:37.9232:28:37.923
βエンドルフィン梅組 ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾉﾘﾖｼ

鍋谷　由紀一 ﾅﾍﾞﾔ ﾕｷｶｽﾞ2203
(  44:48.581)
(  49:30.279)

天野　崇 ｱﾏﾉ ﾀｶｼ2324 (  54:19.063)

15151515 2195 太田　善栄

2:32:23.3972:32:23.3972:32:23.3972:32:23.397
マメサイ ｵｵﾀ ﾖｼｴｲ

佐野　信章 ｻﾉ ﾉﾌﾞｱｷ2272
(  49:48.800)
(  50:10.304)

神宮字　広明 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾋﾛｱｷ2273 (  52:24.293)
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16161616 3036 北浦　肇

2:33:16.3662:33:16.3662:33:16.3662:33:16.366
Ｅ‐ｋｏｔｏＬＩＦＥ ｷﾀｳﾗ ﾊｼﾞﾒ

高木　高志 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ3056
(  53:20.740)
(  49:48.360)

長　健太郎 ﾁｮｳ ｹﾝﾀﾛｳ3126 (  50:07.266)

17171717 10366 松本　知也
2:33:55.6022:33:55.6022:33:55.6022:33:55.602

３ｎ計画 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ
古畑　和真 ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾞﾏ11021

(  55:38.374)
(  50:11.212)

長尾　涼平 ﾅｶﾞｵ ﾘｮｳﾍｲ6368 (  48:06.016)

18181818 2095 重田　健治

2:36:20.4622:36:20.4622:36:20.4622:36:20.462
上毛レーシングA ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾞ

小井土　千尋 ｺｲﾄﾞ ﾁﾋﾛ3001
(  47:22.428)
(  52:49.933)

海老沼　雄二 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾕｳｼﾞ3366 (  56:08.101)

19191919 3051 土屋　直樹

2:36:44.7902:36:44.7902:36:44.7902:36:44.790
ＴＭＣ ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ

大久保　和俊 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾄｼ4299
(  47:30.880)
(  53:24.453)

糸　真路 ｲﾄ ｼﾝｼﾞ4330 (  55:49.457)

20202020 3120 森本　修

2:36:54.9682:36:54.9682:36:54.9682:36:54.968
リベルタスクラブ45 ﾓﾘﾓﾄ ｵｻﾑ

大出　誠 ｵｵｲﾃﾞ ﾏｺﾄ7244
(  49:31.369)
(  52:37.293)

伊藤　智弘 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ9149 (  54:46.306)

21212121 5026 木村　公平

2:38:46.7202:38:46.7202:38:46.7202:38:46.720
栃木クマの会 ｷﾑﾗ ｺｳﾍｲ

楠美　祐一 ｸｽﾐ ﾕｳｲﾁ6151
(  51:35.248)
(  55:51.934)

雨貝　祐輔 ｱﾏｶﾞｲ ﾕｳｽｹ7020 (  51:19.538)

22222222 10076 山寺　賢
2:40:48.2462:40:48.2462:40:48.2462:40:48.246

SUB50 ﾔﾏﾃﾞﾗ ｹﾝ
斉藤　浩二 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ2399

(  56:35.662)
(  52:27.714)

酒井　和幸 ｻｶｲ ｶｽﾞﾕｷ6109 (  51:44.870)

23232323 2112 亀里　幸雄

2:41:33.8602:41:33.8602:41:33.8602:41:33.860
RT RUSH ｶﾒｻﾄ ﾕｷｵ

新山　栄司 ﾆｲﾔﾏ ｴｲｼﾞ2152
(  41:53.178)
(  57:55.391)

新山　里江 ﾆｲﾔﾏ ﾘｴ6153 (1:01:45.291)

24242424 4382 加藤　義明

2:42:33.0992:42:33.0992:42:33.0992:42:33.099
高々同窓会自転車部 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ

坂本　正樹 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ5232
(  51:27.032)
(  58:33.141)

今井　正夫 ｲﾏｲ ﾏｻｵ7344 (  52:32.926)

25252525 3375 菊地　雅之

2:43:09.4312:43:09.4312:43:09.4312:43:09.431
板サカ ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ

菊地　健史 ｷｸﾁ ﾀｹｼ5084
(  49:08.304)
(  56:58.681)

黒須　翔吾 ｸﾛｽ ｼｮｳｺﾞ6209 (  57:02.446)

26262626 2401 溝口　要平

2:44:09.1372:44:09.1372:44:09.1372:44:09.137
ぽんこ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ

紙崎　信 ｶﾐｻｷ ﾏｺﾄ2402
(  53:04.622)
(  59:07.692)

堀川　和彦 ﾎﾘｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ2403 (  51:56.823)

27272727 5001 小口　正人

2:46:35.8692:46:35.8692:46:35.8692:46:35.869
TFA ｵｸﾞﾁ ﾏｻﾄ

田中　潤 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ9285
(  53:34.494)
(  57:14.462)

峠　篤史 ﾄｳｹﾞ ｱﾂｼ9304 (  55:46.913)

28282828 2359 岡部　聖貴

2:47:25.1382:47:25.1382:47:25.1382:47:25.138
チーム・トライスター ｵｶﾍﾞ ｷﾖﾀｶ

高橋　快行 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾕｷ4110
(  52:57.993)
(  57:16.803)

瀬尾　恒治 ｾｵ ﾂﾈﾊﾙ4407 (  57:10.342)

29292929 2410 山崎　智久

2:48:30.4202:48:30.4202:48:30.4202:48:30.420
Ｔｅａｍ　Ｏ．Ｃ．Ｃ ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾋｻ

藤井　穣 ﾌｼﾞｲ ﾐﾉﾙ3128
(  54:53.452)
(  56:20.178)

河内　将太 ｺｳﾁ ｼｮｳﾀ3205 (  57:16.790)

30303030 2332 嶋方　勝

2:49:59.3782:49:59.3782:49:59.3782:49:59.378
ＯＴＣＣ　ＲＥＤ ｼﾏｶﾀ ﾏｻﾙ

三浦　健 ﾐｳﾗ ｹﾝ2405
(  50:27.913)
(1:03:17.764)

石榑　毅 ｲｼｸﾞﾚ ﾂﾖｼ4072 (  56:13.701)
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31313131 5269 山田　光之

2:50:33.2782:50:33.2782:50:33.2782:50:33.278
Takasaki ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ

相川　道 ｱｲｶﾜ ﾄｵﾙ5298
(  57:23.030)
(  53:27.406)

須賀　裕之 ｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ8049 (  59:42.842)

32323232 5310 有賀　元気

2:51:50.7582:51:50.7582:51:50.7582:51:50.758
髪人A ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝｷ

森川　昭文 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾌﾐ5311
(  57:01.349)
(  57:43.999)

荒木　信也 ｱﾗｷ ｼﾝﾔ5313 (  57:05.410)

33333333 11437 三浦　茂美
2:52:51.9852:52:51.9852:52:51.9852:52:51.985

日野自動車新田自転車 ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾐ
栗林　文人 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾋﾄ2342

(1:04:28.144)
(  49:53.381)

小野　好喜 ｵﾉ ﾖｼｷ8009 (  58:30.460)

34343434 4171 工藤　充

2:54:27.8842:54:27.8842:54:27.8842:54:27.884
本家たけのこ流し ｸﾄﾞｳ ﾐﾂﾙ

秦　克郁 ﾊﾀ ｶﾂﾌﾐ4347
(  56:18.445)
(  51:12.372)

藤元　紀夫 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ6108 (1:06:57.067)

35353535 12019 フェルナンデス　アキヒ
2:55:23.2842:55:23.2842:55:23.2842:55:23.284

E CHEVAL ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ ｱｷﾋﾛ
酒井　優介 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ7155

(  54:42.677)
(  59:41.647)

神澤　奨 ｶﾝｻﾞﾜ ｼｮｳ9294 (1:00:58.960)

36363636 3240 茂木　洋祐

2:59:01.8442:59:01.8442:59:01.8442:59:01.844
ＨＡＭＡＲＥ ﾓﾃｷﾞ ﾖｳｽｹ

江口　裕仁 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛﾋﾄ3307
(1:05:39.266)
(  48:58.561)

後藤　将太 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ3308 (1:04:24.017)

37373737 14212 松野　一晴
3:00:41.3293:00:41.3293:00:41.3293:00:41.329

なかよしさいくる ﾏﾂﾉ ｲｯｾｲ
安西　祥幸 ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼﾕｷ3414

(1:16:39.607)
(  45:13.275)

金巻　恭弘 ｶﾈﾏｷ ﾔｽﾋﾛ8232 (  58:48.447)

38383838 3067 織茂　直幸

3:02:26.0583:02:26.0583:02:26.0583:02:26.058
○○研究所 ｵﾘﾓ ﾅｵﾕｷ

小林　豊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ3068
(  58:10.536)
(  54:03.232)

秋山　智弘 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ6146 (1:10:12.290)

39393939 13053 坂田　正人
3:03:40.7383:03:40.7383:03:40.7383:03:40.738

髪人B ｻｶﾀ ﾏｻﾄ
小森谷　剛文 ｺﾓﾘﾔ ﾀｹﾌﾐ13054

(1:02:27.749)
(  56:35.847)

黒岩　恒彦 ｸﾛｲﾜ ﾂﾈﾋｺ13055 (1:04:37.142)

40404040 12408 仲原　誠二
3:04:31.3673:04:31.3673:04:31.3673:04:31.367

ACSー2 ﾅｶﾊﾗ ｾｲｼﾞ
矢田　幸裕 ﾔﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ12428

(1:06:19.965)
(1:05:11.014)

小林　翔 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ7420 (  53:00.388)

41414141 14317 関口　祐介
3:05:25.7623:05:25.7623:05:25.7623:05:25.762

C-Racig ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ
森田　崇文 ﾓﾘﾀ ﾀｶﾌﾐ4041

(1:10:10.836)
(  55:48.927)

佐野　竜也 ｻﾉ ﾀﾂﾔ5137 (  59:25.999)

42424242 4278 原　栄志

3:08:22.9763:08:22.9763:08:22.9763:08:22.976
ライジング ﾊﾗ ｴｲｼﾞ

谷川　佳孝 ﾀﾆｶﾜ ﾖｼﾀｶ6323
(  56:04.099)
(1:07:56.689)

石野　平祐 ｲｼﾉ ﾍｲｽｹ6408 (1:04:22.188)

43434343 9198 横田　宗一郎

3:09:28.4953:09:28.4953:09:28.4953:09:28.495
QUCC OB ﾖｺﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ

中條　浩平 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｺｳﾍｲ9209
(  56:54.535)
(1:18:12.757)

石田　祥大 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ9215 (  54:21.203)

44444444 11402 佐藤　利彦
3:10:54.7053:10:54.7053:10:54.7053:10:54.705

Team Fky ｻﾄｳ ﾄｼﾋｺ
北川　義洋 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ11436

(1:02:52.604)
(1:05:53.858)

藤　大輔 ﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ12032 (1:02:08.243)

45454545 5330 池田　和弘

3:11:18.2923:11:18.2923:11:18.2923:11:18.292
ＯＴＣＣ　ＢＬＡＣＫ ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

渡辺　周作 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｻｸ5417
(1:02:02.177)
(1:05:35.750)

青柳　拓也 ｱｵﾔｷﾞ ﾀｸﾔ8199 (1:03:40.365)
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46464646 6119 名取　真

3:12:27.7883:12:27.7883:12:27.7883:12:27.788
LIXIL  KMN ﾅﾄﾘ ﾏｺﾄ

宮川　篤 ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾂｼ8304
(  53:44.167)
(1:10:27.988)

狩野　哲也 ｶﾉ ﾃﾂﾔ9243 (1:08:15.633)

47474747 5418 山田　和也

3:13:05.7603:13:05.7603:13:05.7603:13:05.760
元祖たけのこ流し ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

中川原　政人 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾄ6169
(  57:44.157)
(1:02:01.673)

栗林　誠 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ8098 (1:13:19.930)

48484848 10006 小野木　孝
3:13:36.4663:13:36.4663:13:36.4663:13:36.466

Flat 5 ｵﾉｷﾞ ﾀｶｼ
浅野　務 ｱｻﾉ ﾂﾄﾑ5305

(1:05:56.287)
(1:00:10.514)

曽我　敦 ｿｶﾞ ｱﾂｼ9060 (1:07:29.665)

49494949 3403 中西　真一

3:17:15.6373:17:15.6373:17:15.6373:17:15.637
ケイデンス８０ ﾅｶﾆｼ ｼﾝｲﾁ

吉澤　聡 ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ4311
(  56:01.313)
(1:10:41.151)

坂本　正昭 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｱｷ9092 (1:10:33.173)

50505050 11040 新井　雄太
3:17:52.5263:17:52.5263:17:52.5263:17:52.526

ヨシモトポール ｱﾗｲ ﾕｳﾀ
飯塚　悠翔 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾄ3338

(  59:40.723)
(  59:39.613)

深沢　英喜 ﾌｶｻﾜ ﾋﾃﾞｷ7189 (1:18:32.190)

51515151 14138 田村　栄人
3:25:33.3933:25:33.3933:25:33.3933:25:33.393

リベルタスクラブ25 ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ
大橋　眞次 ｵｵﾊｼ ｼﾝｼﾞ6056

(1:08:19.054)
(1:06:21.380)

阿部　利夫 ｱﾍﾞ ﾄｼｵ8400 (1:10:52.959)

52525252 10442 布施　優彦
3:26:40.2013:26:40.2013:26:40.2013:26:40.201

コマツ小山 ﾌｾ ﾏｻﾋｺ
武田　憲治 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ6375

(1:16:43.087)
(1:04:08.768)

鈴木　和幸 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ8007 (1:05:48.346)

53535353 12405 松本　悟
3:27:19.1863:27:19.1863:27:19.1863:27:19.186

ＡＣＳー1 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ
柳原　圭 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｹｲ12416

(1:19:32.552)
(1:12:58.559)

尾崎　茂範 ｵｻﾞｷ ｼｹﾞﾉﾘ7421 (  54:48.075)

54545454 11315 青木　秀雄
3:29:25.3163:29:25.3163:29:25.3163:29:25.316

ノーセンシズ ｱｵｷ ﾋﾃﾞｵ
植田　祐史 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ11316

(1:19:44.443)
(  59:42.354)

白浜　和人 ｼﾗﾊﾏ ｶｽﾞﾄ11317 (1:09:58.519)

55555555 6058 園田　孝一

3:30:59.3993:30:59.3993:30:59.3993:30:59.399
トペ・スイシーダ ｿﾉﾀﾞ ｺｳｲﾁ

清水　大輔 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ6268
(  54:56.521)
(1:38:30.239)

高橋　知一 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶｽﾞ7196 (  57:32.639)

56565656 12440 田中　康夫
3:33:48.9103:33:48.9103:33:48.9103:33:48.910

ＯＴＣＣ　ＢＬＵＥ ﾀﾅｶ ﾔｽｵ
横川　博 ﾖｺｶﾜ ﾋﾛｼ6147

(1:28:53.160)
(1:04:20.172)

小松　広和 ｺﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ8047 (1:00:35.578)

57575757 4326 印出井　一利

3:36:22.1763:36:22.1763:36:22.1763:36:22.176
いちご少年団 ｲﾝﾃﾞｲ ｶｽﾞﾄｼ

林　寛明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ4374
(  53:00.472)
(1:21:40.072)

山崎　喜人 ﾔﾏｻｷ ﾖｼﾋﾄ6260 (1:21:41.632)

58585858 10081 皆川　弘
3:38:27.3143:38:27.3143:38:27.3143:38:27.314

チャリパラ ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾛｼ
矢畑　雅寿 ﾔﾊﾞﾀ ﾏｻﾄｼ10458

(1:16:48.677)
(1:15:09.562)

新井　一彦 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾋｺ11208 (1:06:29.075)

59595959 10075 清水　直人
3:50:24.8413:50:24.8413:50:24.8413:50:24.841

ＳＫＴ．ＢＣ ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾄ
金井　公一 ｶﾅｲ ｷﾐｶｽﾞ10356

(1:11:15.221)
(1:40:10.135)

寺島　憲一郎 ﾃﾗｼﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ3045 (  58:59.485)

60606060 10037 新井　義則
4:04:56.4424:04:56.4424:04:56.4424:04:56.442

辰巳会 ｱﾗｲ ﾖｼﾉﾘ
山田　一弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ4162

(1:36:23.012)
(  59:26.577)

岡本　勤 ｵｶﾓﾄ ﾂﾄﾑ9472 (1:29:06.853)
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61616161 9165 小暮　久

4:11:43.1944:11:43.1944:11:43.1944:11:43.194
チームこぐれ ｺｸﾞﾚ ﾋｻｼ

須田　孝一 ｽﾀﾞ ｺｳｲﾁ9180
(1:15:48.813)
(1:22:34.644)

栗原　弘一 ｸﾘﾊﾗ ｺｳｲﾁ9195 (1:33:19.737)

2033 高柳　伸也

- - - -- - - -- - - -- - - -
βエンドルフィン桃組 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼﾝﾔ

小野沢　亮 ｵﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳ2035
(  48:22.682)
(  41:53.394)

茂野　洋介 ｼｹﾞﾉ ﾖｳｽｹ2060

2055 新道　誠

- - - -- - - -- - - -- - - -
ロードのロ ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ

村木　浩二 ﾑﾗｷ ｺｳｼﾞ3008 (  50:02.068)
伊藤　卓人 ｲﾄｳ ﾀｸﾄ3156 (  50:38.561)

2086 大庭　弘明

- - - -- - - -- - - -- - - -
上里三軒自衛消防団 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛｱｷ

木谷　聡一 ｷﾀﾆ ｿｳｲﾁ3175 (  52:11.159)
長沼　俊幸 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾄｼﾕｷ4304 (1:01:50.541)

6055 安　幸治

- - - -- - - -- - - -- - - -
RSPmanifolds ｱﾝ ｺｳｼﾞ

神谷　雄介 ｶﾐﾔ ﾕｳｽｹ6397
(  58:25.839)

早川　慶紀 ﾊﾔｶﾜ ﾖｼﾉﾘ7024 (  59:04.011)

6039 野中　聡

- - - -- - - -- - - -- - - -
βエンドルフィン杏組 ﾉﾅｶ ｻﾄｼ

後藤　強 ｺﾞﾄｳ ﾂﾖｼ8124 (1:02:23.630)
前原　淳一 ﾏｴﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ8205 (  57:18.324)

10134 茂木　雄樹
- - - -- - - -- - - -- - - -

チャリパラBチーム ﾓｷﾞ ﾕｳｷ
青木　慎典 ｱｵｷ ﾐﾂﾉﾘ12034

(  53:52.062)

町田　貴大 ﾏﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ13276 (1:09:49.488)

10028 稲澤　誠
- - - -- - - -- - - -- - - -

リベルタスクラブ23 ｲﾅｻﾞﾜ ﾏｺﾄ
深澤　健太 ﾌｶｻﾜ ｹﾝﾀ11167

(1:03:18.411)
(1:04:55.814)

佐藤　彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ14436

3166 松本　剛

- - - -- - - -- - - -- - - -
天利、結婚おめでとう ﾏﾂﾓﾄ ｺﾞｳ

田中　学 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ8017
(1:04:32.080)

樋沼　重夫 ﾋﾇﾏ ｼｹﾞｵ8331 (1:08:49.980)

10263 佐々木　翔
- - - -- - - -- - - -- - - -

ＢＳＣ ｻｻｷ ｼｮｳ
小島　英気 ｺｼﾞﾏ ｴｲｷ10264

(1:02:21.943)
(1:11:52.561)

岡部　裕介 ｵｶﾍﾞ ﾕｳｽｹ10265

11480 倉持　賀一
- - - -- - - -- - - -- - - -

Tabinchu.com ｸﾗﾓﾁ ﾉﾘｶｽﾞ
宮山　太郎 ﾐﾔﾔﾏ ﾀﾛｳ3238

(1:17:00.067)
(  59:11.110)

池田　利也 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾔ3239

12329 渡辺　琢磨
- - - -- - - -- - - -- - - -

モリマンバンド ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ
渡辺　長行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｶﾞﾕｷ12358

(1:04:36.328)

石井　翔 ｲｼｲ ｼｮｳ12362 (1:12:42.608)

13444 飯浜　武彦
- - - -- - - -- - - -- - - -

乗鞍会 ｲｲﾊﾏ ﾀｹﾋｺ
塙　和大 ﾊﾅﾜ ｶｽﾞﾋﾛ4109

(1:37:55.645)
(1:01:22.369)

橋場　裕輝 ﾊｼﾊﾞ ﾕｳｷ4220

13330 大久保　富央
- - - -- - - -- - - -- - - -

ケツ毛プレデター ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾐｵ
福田　直也 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾔ13356

(1:37:33.439)

岩佐　浩樹 ｲﾜｻ ﾋﾛｷ14007 (1:23:04.309)

10450 佐藤　孝
- - - -- - - -- - - -- - - -

ＴＥＡＭ　ＴＡＤ ｻﾄｳ ﾀｶｼ
本木　篤 ﾓﾄｷ ｱﾂｼ11121

(1:53:01.334)
(1:22:36.881)

瀧澤　直人 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵﾄ12268
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11030 大鷲　晃
- - - -- - - -- - - -- - - -

韮川西小おやじの会 ｵｵﾜｼ ｱｷﾗ
伊藤　聖治 ｲﾄｳ ｾｲｼﾞ11058 (1:39:18.829)
岡　正行 ｵｶ ﾏｻﾕｷ11061 (1:40:12.918)

12281 今井　郁文
- - - -- - - -- - - -- - - -

TEAMすずむし ｲﾏｲ ｲｸﾌﾐ
浦田　智樹 ｳﾗﾀ ﾄﾓｷ12282

(1:55:26.600)
(2:03:45.871)

福島　岳史 ﾌｸｼﾏ ﾀｹｼ12283
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