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1 2006 橋本 晴哉 ﾊｼﾓﾄ ｾｲﾔ 往来！ 0:39:42
2 2020 渡辺 竜生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｷ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 0:41:07
3 2106 振屋 拓実 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ ＭＩＶＲＯ 0:41:16
4 2078 井浦 優太朗 ｲｳﾗ ﾕｳﾀﾛｳ てくてく 0:41:41
5 2069 小林 大佑 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ ＥＭＵ 0:41:45
6 2049 干川 脩太 ﾎｼｶﾜ ｼｭｳﾀ 0:42:29
7 3023 加藤 洋平 ｶﾄｳ ﾖｳﾍｲ ヴァル研幼稚園部 0:43:19
8 4005 福島 大樹 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｷ グリーンライツ 0:43:22
9 2074 藤田 友弥 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ 想羅 0:43:43

10 2016 中島 脩吾 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳｺﾞ 高崎工業高校 0:43:48
11 2080 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ ９Ｆｏｒｃｅ 0:44:04
12 2099 市場 椋也 ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳﾔ 嬬恋高校スケート部 0:44:14
13 2136 渡邉 宗将 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈﾏｻ 尾根幹族 0:44:19
14 2201 由井 雛斗 ﾕｲ ﾋﾅﾄ 嬬恋高校 0:44:36
15 2109 石井 駿平 ｲｼｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 0:44:42
16 2050 趙 子勤 ﾁｮｳ ｼｷﾝ 0:44:46
17 3033 大井 皓介 ｵｵｲ ｺｳｽｹ 0:45:09
18 3183 石川 陽翔 ｲｼｶﾜ ﾋｶﾙ 伊勢崎興陽高校 0:45:25
19 2124 広田 涼 ﾋﾛﾀ ﾘｮｳ 0:45:29
20 2150 干川 武流 ﾎｼｶﾜ ﾀｹﾙ 嬬恋高校 0:45:32
21 3184 小河 雅広 ｵｺﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 平日温泉ライダース 0:46:02
22 2153 地曵 恵太 ｼﾞﾋﾞｷ ｹｲﾀ ＥＭＵ 0:46:03
23 4001 佐藤 岳 ｻﾄｳ ｶﾞｸ ＭＩＶＲＯ 0:46:09
24 2018 中嶋 壱成 ﾅｶｼﾞﾏ ｲｯｾｲ ペペローニシンセキ 0:46:20
25 3119 川尻 翔太 ｶﾜｼﾞﾘ ｼｮｳﾀ 0:46:27
26 3017 今井 友樹 ｲﾏｲ ﾄﾓｷ ＥＭＵ／ＳＨＩＤＯ 0:47:15
27 4012 安原 大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ Ｒ３６５ 0:47:46
28 4107 菊地 大智 ｷｸﾁ ﾀﾞｲﾁ 0:48:02
29 4057 小宮山 春希 ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｷ チーム帰宅部 0:48:03
30 3137 戸塚 直太朗 ﾄﾂｶ ﾅｵﾀﾛｳ ＣＯＷ ＧＵＭＭＡ 0:48:05
31 12189 凜太 松井 ﾘﾝﾀ ﾏﾂｲ 埼玉工業大学 0:48:20
32 2167 長島 諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ ＣＹＣＬＯ ＣＬＵＢ 0:48:49
32 9111 飯塚 智也 ｲｲﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 0:48:49
34 4126 宮下 鋭 ﾐﾔｼﾀ ｻﾄｷ 0:48:51
35 4176 松村 治紀 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｷ 伊勢崎工業高校 0:48:53
36 3042 河田 侑希 ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 0:49:08
37 7146 原田 拓馬 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾏ ＨＣＣ 0:49:40
38 2022 笠原 悠佑 ｶｻﾊﾗ ﾕｳｽｹ 0:50:00
39 7153 川出 空 ｶﾜﾃﾞ ｿﾗ ブラウ・ブリッツエン 0:50:01
40 4022 東谷 真吾 ｱｽﾞﾏﾔ ｼﾝｺﾞ ＴＦＤ 0:50:33
41 3044 大林 幹児 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶﾝｼﾞ 0:50:47
42 3004 矢野 健太郎 ﾔﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 0:50:57
43 4023 粕谷 建太 ｶｽﾔ ｹﾝﾀ 奥武蔵ＣＬ 0:51:23
44 5173 友松 慶太郎 ﾄﾓﾏﾂ ｹｲﾀﾛｳ 福岡大学 0:51:25
45 4061 峰岸 駿也 ﾐﾈｷﾞｼ ｼｭﾝﾔ 0:51:30
46 5020 今井 悠瑛 ｲﾏｲ ﾊﾙｱｷ 0:51:36
47 7118 田中 真吾 ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ 0:51:49
48 6092 山本 和史 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ 南魚沼ＪＲＣ 0:52:08
49 5124 東澤 彰 ﾄｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ コマツ自転車部 0:52:09
50 4030 阿部 修也 ｱﾍﾞ ｼｭｳﾔ （有）沿岸警備保障 0:52:21
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51 7157 佐藤 智崇 ｻﾄｳ ﾄﾓﾀｶ 0:52:22
52 10184 鈴木 航太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 0:52:33
53 9180 山本 修平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 0:52:37
54 4101 石原 晶太 ｲｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 0:52:48
55 4156 戸丸 大地 ﾄﾏﾙ ﾀﾞｲﾁ ＴＥＡＭ １ 0:52:53
56 4004 大澤 充 ｵｵｻﾜ ﾐﾂﾙ ＴＥＡＭ輪持久業 0:53:18
56 9098 高木 大夢 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾑ 0:53:18
58 4138 川田 純毅 ｶﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ クラブウェルダン 0:53:20
59 6052 大塚 唯斗 ｵｵﾂｶ ﾕｲﾄ クラブウェルダン 0:53:55
60 12175 村木 尚人 ﾑﾗｷ ﾅｵﾄ 0:53:58
61 12184 長田 和之 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 0:54:02
62 7164 吉澤 拓朗 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 0:54:18
63 4044 浅川 陽 ｱｻｶﾜ ﾋｶﾙ 0:54:38
64 5108 飛田 智宏 ﾄﾋﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ チーム輪持久業 0:54:42
65 2159 小西 真澄 ｺﾆｼ ﾏｽﾐ 0:54:44
66 10020 城内 拓実 ｼﾛｳﾁ ﾀｸﾐ 0:54:47
67 12120 栗原 圭佑 ｸﾘﾊﾗ ｹｲｽｹ 0:55:02
68 8178 山田 海斗 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 0:55:06
69 2176 恩田 幸長 ｵﾝﾀﾞ ﾕｷﾅｶﾞ 高崎経済大学 0:55:18
70 6021 中村 祐輔 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 0:55:20
71 5099 白川 幸裕 ｼﾗｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 0:55:28
72 3160 遠藤 佑太朗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾛｳ 0:55:50
73 12188 石田 海都 ｲｼﾀﾞ ｶｲﾄ 埼玉工業大学 0:56:12
74 9113 濱口 慧 ﾊﾏｸﾞﾁ ｹｲ 0:56:30
75 5055 髙橋 遼 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 0:56:37
76 6004 阿部 信祐 ｱﾍﾞ ｼﾝｽｹ 0:57:14
77 7138 前川 翔太 ﾏｴｶﾜ ｼｮｳﾀ 0:57:39
78 6041 北條 崇 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 0:57:40
79 6048 永野 慎也 ﾅｶﾞﾉ ｼﾝﾔ 0:57:42
79 11163 猪鼻 佑 ｲﾉﾊﾅ ﾕｳ 0:57:42
81 11122 加藤 凌 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 花咲徳栄高校 0:57:57
82 8040 越智 崇裕 ｵﾁ ﾀｹﾋﾛ 0:58:20
83 7006 舟迫 颯 ﾌﾅﾊﾞｻﾏ ﾊﾔﾃ ブラウ・ブリッツェン 0:58:35
84 5148 古田島 武 ｺﾀｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 東海フォーミュラ 0:58:56
85 11074 新井 大夢 ｱﾗｲ ﾋﾛﾑ 0:59:00
86 9087 尾崎 雄太 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀ 0:59:04
87 3093 狩野 雅貴 ｶﾉｳ ﾏｻｷ 0:59:16
88 11137 澤浦 倫 ｻﾜｳﾗ ﾄﾓﾑ 0:59:29
89 10128 堤 亮一郎 ﾂﾂﾐ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 0:59:38
90 5058 深澤 健太 ﾌｶｻﾜ ｹﾝﾀ リベルタス 0:59:40
91 10110 川端 雅也 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾔ 0:59:46
92 4081 湯井 翔太 ﾕｲ ｼｮｳﾀ 豆もやし 0:59:47
93 4124 北爪 惇 ｷﾀｽﾞﾒ ﾏｺﾄ 0:59:59
94 2147 北村 青空 ｷﾀﾑﾗ ｾｲｱ ＣＯＷ ＧＵＭＭＡ 1:00:05
95 4007 大橋 亮介 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 伊勢崎工業高校 1:00:37
95 8192 廣西 壮飛 ﾋﾛﾆｼ ﾏｻﾄ ＴＦＣＣ 1:00:37
97 4082 新田 悠真 ﾆｯﾀ ﾕｳﾏ 豆もやし 1:00:57
98 6121 池田 啄弥 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 結が丘女子高自転車部 1:01:14
99 7175 ステッカ ステファン クリスティアン ｽﾃｯｶ ｽﾃﾌｧﾝ ｸﾘｽﾃｨｱﾝ 1:01:54

100 8166 豊田 栄右 ﾄﾖﾀﾞ ｴｲｽｹ Ｕ２ＢＩＫＥＳ 1:02:01
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101 8033 福田 章悟 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ サークルサイクル 1:02:10
102 11131 関根 将吾 ｾｷﾈ ｼｮｳｺﾞ 1:02:27
103 11176 関谷 昌樹 ｾｷﾔ ﾏｻｷ 1:02:29
104 9181 後藤 雄大 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 1:02:57
105 9145 山下 恒彦 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾈﾋｺ 1:03:04
106 7049 黒岩 幸太朗 ｸﾛｲﾜ ｺｳﾀﾛｳ 1:03:10
107 7128 山岸 聖眞 ﾔﾏｷﾞｼ ｼｮｳｼﾝ 1:04:49
108 6196 滝沢 健太 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 1:05:10
109 12068 谷口 雄太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 1:05:17
110 10160 佐藤 圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 1:05:18
111 8091 髙橋 邦久 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾋｻ 1:05:22
112 7119 栗原 陽介 ｸﾘﾊﾗ ﾖｳｽｹ 群馬自動車大学校 1:05:25
113 8119 齋藤 広輝 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 1:05:32
114 10010 重田 彬貴 ｼｹﾞﾀ ｱｷﾀｶ 1:05:46
115 9119 内藤 天貴 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 1:06:04
116 12187 坂村 樹 ｻｶﾑﾗ ｲﾂｷ Ｎｏｂｅｌｈｏｆ 1:06:07
117 5101 井野 凜太郎 ｲﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 1:06:11
118 5027 西塔 晃太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 1:06:54
119 12047 小山 亮 ｺﾔﾏ ﾘｮｳ 1:07:59
120 11038 竹島 利彦 ﾀｹｼﾏ ﾄｼﾋｺ 1:08:18
121 6047 萩原 祥吾 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ ９Ｆｏｒｃｅ 1:08:40
122 6035 福嶌 知聖 ﾌｸｼﾏ ﾁｻﾄ 1:09:13
123 5024 関口 朋希 ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 僕らは駆け抜ける 1:09:17
124 6131 川口 燿 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋｶﾙ ニコンレーシング 1:09:20
125 9101 生越 正則 ｵｵｺﾞｼ ﾏｻﾉﾘ 1:10:35
126 12172 前原 佑生 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳｷ 1:11:24
127 10035 阿部 晃太 ｱﾍﾞ ｺｳﾀ 1:11:40
128 5100 徳野 真史 ﾄｸﾉ ﾏｻﾋﾄ チームＢＭレーシング 1:12:12
129 7127 唐津 拓実 ｶﾗﾂ ﾀｸﾐ ＧＳ前橋 1:12:24
130 9086 阿部 拓馬 ｱﾍﾞ ﾀｸﾏ 1:12:49
131 11112 平澤 一真 ﾋﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ 1:12:52
132 9110 中嶋 鷹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶ ９ｆｏｒｃｅ 1:14:36
133 10196 木島 大輔 ｷｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 1:15:11
134 12134 内山 響 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 甘太郎 1:15:19
135 11193 関 竜一 ｾｷ ﾘｭｳｲﾁ エスビック株式会社 1:15:25
136 12073 青木 咲眞 ｱｵｷ ｼｮｳﾏ 前橋西高校 1:15:32
137 11129 澤幡 元輝 ｻﾜﾊﾀ ｹﾞﾝｷ 1:16:53
138 12140 加藤 晴也 ｶﾄｳ ｾｲﾔ 1:17:31
139 12131 門田 信幸 ｶﾄﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 1:18:21
140 6059 近藤 大祐 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 1:18:53
141 6086 佐藤 陽祐 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ あるふぁ～ 1:19:03
142 2172 平井 良樹 ﾋﾗｲ ﾖｼｷ 1:19:32
143 12082 西山 拡 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｼ 太陽誘電株式会社 1:20:59
144 11086 山田 竜也 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 1:21:08
145 11071 高橋 匠 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 1:22:09
146 11192 阿部 空哉 ｱﾍﾞ ｸｳﾔ 1:23:50
147 6174 川中子 賢哉 ｶﾜﾅｺﾞ ｻﾄﾔ 桐生明治 1:26:10
148 12181 杉原 健太 ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ 1:30:39
149 11099 須藤 俊 ｽﾄｳ ｼｭﾝ 1:32:24
150 12194 鈴江 宏毅 ｽｽﾞｴ ｺｳｷ 1:32:38
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151 12127 森 敬介 ﾓﾘ ｹｲｽｹ 株ユニテック 1:33:51
152 10129 湯浅 賢一郎 ﾕｱｻ ｹﾝｲﾁﾛｳ 1:34:01
153 4125 齋藤 拓也 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 1:35:32
154 12072 橋本 慈明 ﾊｼﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ 1:43:16
155 7159 西田 匠吾 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 明学ロードバイク部 1:46:06
156 9105 飯田 瞬 ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝ 2:04:47
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