
榛名湖コース男子50歳代

順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 2038 木村 博志 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ イナーメ信濃山形 0:43:09
2 2041 伊藤 譲 ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾙ 0:44:09
3 2088 小沼 雅志 ｺﾇﾏ ﾏｻｼ 0:44:34
4 2060 渋井 友隆 ｼﾌﾞｲ ﾕﾀｶ ＣＭＪ自転車通勤者 0:44:48
5 2108 貴家 崇 ｻｽｶﾞ ﾀｶｼ Ｔｅａｍ ＺＷＣ 0:44:56
6 2115 三澤 敏之 ﾐｻﾜ ﾄｼﾕｷ ＥＭＵ 0:45:19
7 3081 関口 秀樹 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 髪人 0:45:24
8 2120 矢島 修 ﾔｼﾞﾏ ｵｻﾑ 桐生市役所自転車部 0:45:30
9 2165 高橋 力 ﾀｶﾊｼ ﾁｶﾗ みさかＲ／ＥＭＵ 0:45:38

10 3086 藤本 英寿 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 0:45:39
11 3030 首藤 健 ｼｭﾄﾞｳ ﾀｹｼ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 0:45:51
12 2132 光平 規之 ﾐﾂﾋﾗ ﾉﾘﾕｷ 0:46:43
13 2171 嶋方 勝 ｼﾏｶﾀ ﾏｻﾙ ＯＴＣＣ 0:46:58
14 2131 稲葉 孝史 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶｼ 0:47:14
14 3011 田村 正明 ﾀﾑﾗ ﾏｻｱｷ 0:47:14
16 2085 加藤 孝一 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ 高齢者の会 0:47:29
17 2064 田村 知教 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 0:47:39
18 3185 斎藤 勉 ｻｲﾄｳ ﾂﾄﾑ 村上ＴＣ 0:47:46
19 2083 奥村 義広 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ チームＹ・Ｓａｉｃｏ 0:47:48
20 2093 長谷川 吉宏 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ マルコバ山岳自転車部 0:48:02
20 3078 田中 宏司 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ チームＲ＆Ｄ 0:48:02
22 2103 菊地 憲司 ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ 平日温泉ライダース 0:48:12
23 2054 伊達 丈二 ﾀﾞﾃ ｼﾞｮｳｼﾞ チームフィンズ 0:48:43
24 3103 勝又 武志 ｶﾂﾏﾀ ﾀｹｼ 湘南レーシング松輪塾 0:48:45
25 3050 工藤 竜也 ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 0:48:48
26 3174 神保 篤 ｼﾞﾝﾎﾞ ｱﾂｼ 0:48:57
27 3076 児玉 淳治 ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ ル・ポワソンルージュ 0:48:58
28 2198 新井 隆司 ｱﾗｲ ﾀｶｼ 0:49:19
29 3029 橋口 聖一 ﾊｼｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ せっかちなかたつむり 0:49:22
30 3149 森川 昭文 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾌﾐ 髪人（ｂｅａｎｓ） 0:49:46
31 3102 蓑輪 一也 ﾐﾉﾜ ｶｽﾞﾔ ＥＭＵ 0:49:53
32 2096 中村 圭介 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ ＥＭＨ 0:49:56
33 3157 江口 恭章 ｴｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 0:50:00
34 3013 千葉 哲也 ﾁﾊﾞ ﾃﾂﾔ ブンブンサイクリング 0:50:12
35 4119 町山 弥 ﾏﾁﾔﾏ ﾜﾀﾙ 0:50:20
36 3039 矢代 昌之 ﾔｼﾛ ﾏｻﾕｷ 内房レーシングクラブ 0:50:50
37 3112 神戸 仁 ｶﾝﾍﾞ ﾋﾄｼ 0:50:55
38 3032 玉野 能弘 ﾀﾏﾉ ﾖｼﾋﾛ 0:51:00
39 6090 寺島 淳一 ﾃﾗｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 0:51:10
40 2144 渡辺 純一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ バーマッチョ 0:51:14
41 3052 辰巳 大朗 ﾀﾂﾐ ﾋﾛｱｷ オッティモ 0:51:15
42 5022 酒向 孝嗣 ｻｺｳ ﾀｶｼ 朝走ろう団 0:51:27
43 2179 石井 哲也 ｲｼｲ ﾃﾂﾔ 0:51:35
44 3106 池田 俊一 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 0:51:37
45 2195 一箭 健吾 ｲﾁﾔ ｹﾝｺﾞ シモーネ 0:51:39
46 2158 金子 誠 ｶﾈｺ ﾏｺﾄ ＭＴＡ 0:51:42
47 4051 佐藤 秀明 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ ＮＩＣＯ－ＯＺ 0:51:45
48 9038 数田 広行 ｶｽﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ ＤＲＥＡＭＥＲ 0:51:52
49 2102 田原 孝 ﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 玉江一区 0:52:08
50 2101 土井 泰太郎 ﾄﾞｲ ﾔｽﾀﾛｳ 0:52:14
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51 5048 櫻井 諭 ｻｸﾗｲ ｻﾄｼ 0:52:16
52 3082 石岡 昇 ｲｼｵｶ ﾉﾎﾞﾙ 0:52:19
53 4069 茂木 靖昭 ﾓﾃｷ ﾔｽｱｷ 0:52:23
54 4192 佐々木 太志 ｻｻｷ ﾌﾄｼ 内房レーシングクラブ 0:52:25
55 3144 山口 智保 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔｽ くれは 0:52:30
56 9114 内山 直也 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾔ 手賀沼自転車倶楽部 0:52:32
57 3079 大塚 啓示 ｵｵﾂｶ ｹｲｼﾞ 0:52:37
57 4146 古田 克典 ﾌﾙﾀ ｶﾂﾉﾘ 0:52:37
59 3105 対馬 忠雅 ﾂｼﾏ ﾀﾀﾞﾏｻ マレリ 0:52:52
60 3148 林 和孝 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾀｶ クラブアンモンテ 0:52:54
61 3038 矢代 信之 ﾔｼﾛ ﾉﾌﾞﾕｷ 内房レーシング 0:52:56
62 7111 山本 浄 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖｼ 内房レーシング 0:52:59
63 5034 阿久津 博志 ｱｸﾂ ﾋﾛｼ 0:53:05
64 3001 砂田 哲司 ｽﾅﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ てつじ接骨院 0:53:10
65 9092 鳥野見 泰嗣 ﾄﾘﾉﾐ ﾀｲｼﾞ 小金井市トラ連合 0:53:23
66 3162 奧瀬 誠 ｵｸｾ ﾏｺﾄ 0:53:31
67 2183 立神 一樹 ﾀﾂｶﾐ ｲｯｷ シモーネ 0:53:35
67 3020 新見 哲也 ﾆｲﾐ ﾃﾂﾔ ＳＵＲＶＩＶＯＲ．ｅ 0:53:35
69 7124 小林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ ファストレーン 0:53:36
70 4016 末吉 恒男 ｽｴﾖｼ ﾂﾈｵ 佐野市役所 0:53:46
71 5069 柴 唯啓 ｼﾊﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ Ｈｏｎｄａ栃木 0:54:04
72 3110 山口 徹也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ ＣＯＷ ＧＵＭＭＡ 0:54:07
73 3040 黒葛原 俊一 ﾂﾂﾞﾗﾊﾗ ｼｭﾝｲﾁ ＡＢＯＶＥＢＩＫＥ 0:54:12
74 7046 砂押 玲 ｽﾅｵｼ ｱｷﾗ ＧＯＳＬＩＮＩＡ６０ 0:54:30
75 3156 宮原 啓輔 ﾐﾔﾊﾗ ｹｲｽｹ Ｈｏｎｄａ栃木 0:54:33
76 5107 大川 章 ｵｵｶﾜ ｱｷﾗ ＩＭＥ Ｒａｃｉｎｇ 0:54:37
77 3176 須田 克身 ｽﾀﾞ ｶﾂﾐ 0:54:46
78 5119 加部 宣俊 ｶﾍﾞ ﾉﾌﾞﾄｼ ＮＳＫ 0:54:48
79 3142 竹内 栄一 ﾀｹｳﾁ ｴｲｲﾁ 山内建設株式会社 0:54:49
79 4161 丸山 正志 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｼ ファーストバイシクル 0:54:49
79 5061 吉越 鉄太郎 ﾖｼｺｼ ﾃﾂﾀﾛｳ アルパイン 0:54:49
82 4154 野村 英孝 ﾉﾑﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ ペペローニシンセキ 0:54:56
82 4090 後藤 進 ｺﾞﾄｳ ｽｽﾑ 風輪 0:54:56
84 4150 岡田 昭宏 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 0:54:59
85 4148 早福 寿史 ｿｳﾌｸ ｽｽﾞｼ ゆるライド 0:55:01
86 8050 和田 勝 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾙ 0:55:05
87 8066 斉藤 一也 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 0:55:10
88 9035 金谷 広幸 ｶﾅﾔ ﾋﾛﾕｷ 0:55:16
88 8162 柏谷 拓伸 ｶｼﾀﾆ ﾋﾛﾉﾌﾞ フライドチキンカレー 0:55:16
90 4091 橋本 貴史 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ 桐生市役所自転車部 0:55:17
91 5036 神村 則孝 ｶﾐﾑﾗ ﾉﾘﾀｶ ｃｏ２ｂｉｃｙｃｌｅ 0:55:18
92 3163 大内 貴史 ｵｵｳﾁ ﾀｶｼ ＮＳＣＣ 0:55:22
93 11067 廣瀬 一実 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾐ 0:55:26
94 5043 田添 芳則 ﾀｿﾞｴ ﾖｼﾉﾘ でんきち 0:55:33
95 5127 福井 一夫 ﾌｸｲ ｶｽﾞｵ チームキイロイトリ 0:55:35
96 4135 小杉 輝男 ｺｽｷﾞ ﾃﾙｵ ガーデンアートこすぎ 0:55:41
97 4158 佐藤 浩二 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ ＴＦＣ 0:55:43
97 9125 酒井 宏幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ ＨＡＲＰ．ＲＣ 0:55:43
99 4040 吉田 稔 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ ＬＰＲ 0:55:46

100 5122 菅沼 弘孝 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾕｷ ポレポレ 0:56:01
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101 4035 椛澤 剛史 ｶﾊﾞｻﾜ ﾂﾖｼ 0:56:02
102 5091 高根沢 政幸 ﾀｶﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ リベルタス 0:56:03
103 4102 須沢 祐章 ｽｻﾞﾜ ﾕｳｼｮｳ お山の会 0:56:05
104 4073 重田 健治 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 上毛レーシング 0:56:06
105 3180 鶴沢 和彦 ﾂﾙｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ チームお山の会！ 0:56:09
106 8160 藤浦 幸二 ﾌｼﾞｳﾗ ｺｳｼﾞ 宮本金属 0:56:10
107 7035 三好 充 ﾐﾖｼ ﾐﾂﾙ 泉州岸和田ＴＣ 0:56:13
108 3188 池ノ谷 和幸 ｲｹﾉﾔ ｶｽﾞﾕｷ 0:56:20
109 5183 阿部 文彦 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋｺ 0:56:33
110 4054 杉岡 研史 ｽｷﾞｵｶ ｹﾝｼﾞ 0:56:34
111 4181 小澤 正 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｼ ゆるライド 0:56:48
112 11155 有阪 修二 ｱﾘｻｶ ｼｭｳｼﾞ 0:56:49
113 4113 武藤 広勝 ﾑﾄｳ ﾋﾛｶﾂ 0:57:02
114 8069 鈴木 昌弘 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ フォーチュンバイク 0:57:03
115 3068 比氣 徹 ﾋｷ ﾄｵﾙ 0:57:06
115 4190 小林 繁 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ 0:57:06
117 4131 山田 一弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 辰巳会 0:57:08
118 4109 柳澤 一洋 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ カインズ 0:57:18
119 4152 新井 秀行 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾕｷ Ｃ．Ｒ．Ｃ．Ｇ 0:57:21
119 5012 小暮 賢治 ｺｸﾞﾚ ｹﾝｼﾞ 0:57:21
119 5016 有路 貴浩 ｱﾘｼﾞ ﾀｶﾋﾛ ＰＲＥＧＯ 0:57:21
122 8147 高瀬 秀之 ﾀｶｾ ﾋﾃﾞﾕｷ 0:57:27
123 6008 髙橋 賢 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 0:57:28
124 11186 久田 大介 ﾋｻﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ＩＭＥ Ｒａｃｉｎｇ 0:57:36
125 4195 青木 康 ｱｵｷ ｺｳ 平日温泉ライダース 0:57:38
126 3199 赤川 耐 ｱｶｶﾞﾜ ﾀｲ 0:57:40
126 6044 栂野 慶太 ﾄｶﾞﾉ ｹｲﾀ 0:57:40
128 5147 小金山 克久 ｺｶﾞﾈﾔﾏ ｶﾂﾋｻ 0:57:46
128 7103 籾山 俊則 ﾓﾐﾔﾏ ﾄｼﾉﾘ 0:57:46
130 3059 森本 修 ﾓﾘﾓﾄ ｵｻﾑ リベルタス 0:57:49
131 9052 高山 善人 ﾀｶﾔﾏ ﾖｼﾄ つくばペッツ 0:57:59
132 12043 根岸 均 ﾈｷﾞｼ ﾋﾄｼ 0:58:00
133 4080 藤田 潤一 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 0:58:02
133 7078 阿部 宏行 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 0:58:02
135 4087 荒井 健介 ｱﾗｲ ｹﾝｽｹ Ｒａｆａｌｅ－Ｔ 0:58:04
136 4186 桑原 隆浩 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ ＴＥＡＭ Ｆ 0:58:09
137 5170 栗原 博 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ 0:58:17
138 8107 竹内 和彦 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ 群馬ＳＣ ＯＢ 0:58:33
139 5009 林 正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾄ チームリンパパ 0:58:34
140 5169 興津 亨 ｵｷﾂ ﾄｵﾙ 0:58:44
141 5157 澤田 忠樹 ｻﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｷ 0:58:46
142 5135 高橋 幸一 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ 0:58:47
143 8086 安喰 友治 ｱｸﾞｲ ﾄﾓｼﾞ 遊ＳＷＩＴＣＨ 0:58:49
144 5060 柳沢 昌宏 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 0:58:50
145 9091 城詰 美智晴 ｼﾛﾂﾞﾒ ﾐﾁﾊﾙ ＨＡＲＰ．ＲＣ 0:58:52
146 6182 中林 朋広 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 0:58:53
147 7185 八木 良次 ﾔｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ 0:58:54
148 5031 横田 泰人 ﾖｺﾀ ﾔｽﾋﾄ かねこれーしんぐ 0:58:58
149 7121 佐藤 信利 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾄｼ 0:59:04
150 5140 古瀧 信也 ｺﾀｷ ｼﾝﾔ 0:59:05
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151 7031 駒崎 透 ｺﾏｻｷ ﾄｵﾙ 0:59:08
152 4060 金子 康信 ｶﾈｺ ﾔｽﾉﾌﾞ 0:59:10
153 7027 廻谷 浩久 ﾒｸﾞﾘﾔ ﾋﾛﾋｻ 御幸ヶ原ＳＳ 0:59:20
154 5033 佐藤 治彦 ｻﾄｳ ﾊﾙﾋｺ 0:59:21
155 4147 中曽根 誠 ﾅｶｿﾈ ﾏｺﾄ 0:59:22
156 7197 飯田 勝之 ｲｲﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 0:59:23
157 5146 小林 利行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ ＦＩＲＥ ＷＨＥＥＬ 0:59:27
158 6142 足立 真 ｱﾀﾞﾁ ﾏｺﾄ 0:59:34
159 7003 高橋 修司 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ 輪持久業 0:59:35
160 3158 黒岩 恒彦 ｸﾛｲﾜ ﾂﾈﾋｺ 髪人 0:59:36
160 12150 樋口 幸雄 ﾋｸﾞﾁ ﾕｷｵ 0:59:36
162 6077 沓澤 秀樹 ｸﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ ＥＭＵ 0:59:37
163 5011 前田 敦司 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 0:59:38
164 3111 平野 玲之 ﾋﾗﾉ ﾚｲｼﾞ 東大附属自転車同好会 0:59:43
165 12076 岩山 年秀 ｲﾜﾔﾏ ﾄｼﾋﾃﾞ ＫＲＣ 0:59:58
166 5191 堀江 晃 ﾎﾘｴ ｱｷﾗ ＭＡＴ 1:00:03
167 4177 飯塚 真也 ｲｲﾂﾞｶ ｼﾝﾔ 中内自転車部 1:00:09
168 6162 冨田 克樹 ﾄﾐﾀ ｶﾂｷ Ｇｉｎｒｉｎ．ＦＳ 1:00:11
168 6006 須賀 裕之 ｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ ナミエ 1:00:11
170 4032 渡辺 修一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ ３Ｋ 1:00:12
170 5105 大野 竹生 ｵｵﾉ ﾀｹｵ 1:00:12
172 5175 阿久津 宜克 ｱｸﾂ ﾖｼｶﾂ 1:00:20
173 6082 結城 貴之 ﾕｳｷ ﾀｶﾕｷ 1:00:21
174 5077 河合 博一 ｶﾜｲ ﾋﾛｶｽﾞ 1:00:22
175 8110 室木 貴行 ﾑﾛｷ ﾀｶﾕｷ 1:00:30
175 9060 品田 浩之 ｼﾅﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ち～むたなべ衛 1:00:30
177 6023 板倉 真 ｲﾀｸﾗ ﾏｺﾄ パナマレッズ 1:00:31
178 3186 石田 進 ｲｼﾀﾞ ｽｽﾑ 福魂サイクル 1:00:32
179 8064 中尾 健 ﾅｶｵ ｹﾝ 1:00:38
180 4085 山崎 敏一 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ プルスウルトラ 1:00:39
181 3201 高橋 秀治 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ ＬｉーｒｅＳｌｅｅｐ 1:00:44
182 4070 小井土 千尋 ｺｲﾄﾞ ﾁﾋﾛ 上毛レーシング 1:00:48
183 8049 正木 博 ﾏｻｷ ﾋﾛｼ 1:01:02
184 7123 山口 富央 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾐｵ 1:01:11
185 5149 太田 智之 ｵｵﾀ ﾄﾓﾕｷ チーム風輪 1:01:15
186 5075 伊藤 嘉和 ｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 1:01:21
187 8170 海谷 博樹 ｶｲﾔ ﾋﾛｷ ＲｏＢ 1:01:22
188 8053 榎園 人士 ｴﾉｷｿﾞﾉ ﾋﾄｼ トルンプ 1:01:25
189 4153 洞澤 昇 ﾎﾗｻﾜ ﾉﾎﾞﾙ テニスパーク湘南 1:01:28
190 6085 小柴 晃 ｺｼﾊﾞ ｱｷﾗ ｔｈｉｎｇｓｔｉｎｇ 1:01:29
191 5176 佐々木 亮一 ｻｻｷ ﾘｮｳｲﾁ 新鮮中学校柔道部 1:01:36
191 6186 小松 義尚 ｺﾏﾂ ﾖｼﾀｶ チームヨシヨシ 1:01:36
193 6011 佐々木 政秀 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 柏レイソルＪ１残留 1:01:41
194 5102 久保寺 史明 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾌﾐｱｷ リベルタス 1:01:50
194 7094 中丸 孝典 ﾅｶﾏﾙ ﾀｶﾉﾘ 1:01:50
196 6154 永井 晶 ﾅｶﾞｲ ｱｷﾗ 1:01:54
197 7170 峯田 修治 ﾐﾈﾀ ｼｭｳｼﾞ 峯田家 1:01:59
198 2160 二渡 基成 ﾌﾀﾜﾀﾘ ﾓﾄﾅﾘ 矢板アローズＣＴ 1:02:00
199 9153 川上 哲哉 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾔ オンザロード 1:02:07
200 5174 木村 克彦 ｷﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 上毛散々（架空のチー 1:02:14
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201 4172 町田 幸宏 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 高崎市トライアスロン 1:02:16
202 4013 長倉 大輔 ﾅｶﾞｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ Ｌｉ－ＲｅＳｌｅｅＰ 1:02:17
203 5180 鈴木 和幸 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ コマツ自転車部 1:02:21
204 8021 桑原 弘之 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 1:02:22
205 12098 吉岡 均 ﾖｼｵｶ ﾋﾄｼ ミシュマシュ 1:02:23
206 6158 池田 佳司 ｲｹﾀﾞ ｹｲｼﾞ チーム コバトン 1:02:26
207 7032 多賀谷 雄太 ﾀｶﾞﾔ ﾕｳﾀ 1:02:28
208 3121 中西 純二 ﾅｶﾆｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ カロ高＆シンセキ 1:02:32
209 7113 荒川 秀俊 ｱﾗｶﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 1:02:35
210 8126 石田 耕三 ｲｼﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ 1:02:36
211 5185 谷藤 隆信 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ いむらん 1:02:39
212 7059 木村 竜一 ｷﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ ＬＩＸＩＬ 1:02:40
213 4187 鈴木 智行 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ かねこれーしんぐ 1:02:46
214 9121 西村 克彦 ﾆｼﾑﾗ ｶﾂﾋｺ ＹＯＵ ＣＡＮ 1:02:49
215 12183 草野 英俊 ｸｻﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ 1:02:50
216 5065 町田 純一 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1:02:52
216 8011 筑井 久也 ﾂｸｲ ﾋｻﾔ 1:02:52
218 7043 小林 誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ ＭＭＬＲ 1:02:55
219 4166 難波 聡 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ Ｍ’ｓ Ｋｒｅｗｅ 1:02:58
220 5068 丹野 虎士己 ﾀﾝﾉ ｺｵｷ もんちゃん 1:03:03
221 4188 阿部 宏和 ｱﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 有馬ベース 1:03:05
221 8189 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ ＫＡＮＥＫＯＣＬＵＢ 1:03:05
223 7014 重成 有 ｼｹﾞﾅﾘ ﾕｳ 1:03:14
224 7015 佐藤 賢裕 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 1:03:18
225 8029 山口 茂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ カローラ群馬 1:03:19
226 10195 藤本 康生 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｵ Ｔｅａｍ ｔａｃｋｅ 1:03:25
227 5039 中川 隆 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ ＡＣＲＦＯＲＴＵＮＡ 1:03:31
228 9135 川楠 研 ｶﾜｸｽ ｹﾝ チームリンパパ 1:03:40
229 9028 新井 仁 ｱﾗｲ ﾋﾄｼ ペペローニ 1:03:42
230 9112 粕谷 富士夫 ｶｽﾔ ﾌｼﾞｵ 1:03:46
231 5054 田中 郁夫 ﾀﾅｶ ｲｸｵ 髪人 1:03:47
232 4173 小荷田 浩司 ｺﾆﾀ ｺｳｼﾞ 体力小僧友の会 1:03:48
233 5189 本間 礼 ﾎﾝﾏ ﾏｻｼ ＡＣＲ 1:03:50
233 5049 徳野 拓史 ﾄｸﾉ ﾀｸｼ チームＢＭレーシング 1:03:50
235 6040 中 勝 ﾅｶ ﾏｻﾙ トコサイ 1:03:52
235 7050 普世 高弘 ﾌｾ ﾀｶﾋﾛ キリン 1:03:52
237 9009 絹川 智幸 ｷﾇｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 1:03:56
238 6089 中島 茂 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ かねこれーしんぐ 1:03:58
238 9015 植木 和浩 ｳｴｷ ｶｽﾞﾋﾛ 下落合自転車倶楽部 1:03:58
240 11164 齋藤 栄 ｻｲﾄｳ ｻｶｴ 彩の国ＪＥＣ松茸学園 1:04:02
241 5090 谷 敏明 ﾀﾆ ﾄｼｱｷ 1:04:04
242 10015 取次 勲 ﾄﾘﾂｷﾞ ｲｻｵ 1:04:10
243 8001 黒岩 誠 ｸﾛｲﾜ ﾏｺﾄ 晴レルヤＴＫＤＢＴＳ 1:04:12
244 9168 萩原 泉 ﾊｷﾞﾜﾗ ｲｽﾞﾐ 1:04:13
245 5141 棚田 登 ﾀﾅﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 1:04:22
245 6194 藤原 広太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ チームℹ︎ 1:04:22
245 8038 坂本 孝之 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 1:04:22
248 6100 小金澤 嘉 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 1:04:24
249 5079 笹本 英明 ｻｻﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 1:04:29
250 8012 水谷 伸 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾝ アクティブモティフ 1:04:33
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251 8117 四十八願 勉 ﾖｲﾅﾗ ﾂﾄﾑ 1:04:35
252 5057 須田 英二 ｽﾀﾞ ｴｲｼﾞ ＪＣＣ 1:04:39
253 10121 澤木 努 ｻﾜｷ ﾂﾄﾑ オンザロード 1:04:45
254 6167 竹内 浩則 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾉﾘ ＴＨランニングクラブ 1:04:50
255 8177 新井 和則 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾉﾘ 1:04:57
256 5070 芦谷 英久 ｱｼﾔ ﾋﾃﾞﾋｻ Ｋｏｍｔｅｘ 1:05:01
257 4097 萩原 恵一 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹｲｲﾁ 夢チャリ 1:05:02
258 8006 猪狩 孝 ｲｶﾞﾘ ﾀｶｼ チャリ恋ｄｅ 1:05:05
259 9065 寺田 孝臣 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｵﾐ 1:05:21
260 5051 柳井 一隆 ﾔﾅｲ ｶｽﾞﾀｶ 1:05:23
261 6024 田中 亮一 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ ＦＬＲ 1:05:24
262 8130 高田 智広 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 1:05:31
263 8163 木村 利武 ｷﾑﾗ ﾄｼﾀｹ 木村内装 1:05:35
264 6147 沢田 達也 ｻﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ 1:05:40
265 6178 大熊 正博 ｵｵｸﾏ ﾏｻﾋﾛ サイカイング・ロード 1:05:42
266 9169 須藤 和洋 ｽﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 群馬ＴＦ 1:05:44
267 9043 大河原 丞 ｵｵｶﾜﾗ ｽｽﾑ 1:05:48
268 9123 中島 尚紀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵｷ 1:05:51
269 7144 中村 聰 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ リード自転車部 1:06:00
270 4169 山田 光之 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ 上毛レーシング 1:06:01
271 6057 渡辺 ヒロキ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 1:06:04
271 8036 今井 賢一 ｲﾏｲ ｹﾝｲﾁ 1:06:04
271 10123 渡辺 茂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾙ 1:06:04
274 11109 福島 武 ﾌｸｼﾏ ﾀｹｼ 1:06:09
275 12005 松本 貴行 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 1:06:28
276 6102 山嵜 正明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 東大附属自転車同好会 1:06:44
276 7041 島方 大輔 ｼﾏｶﾀ ﾀﾞｲｽｹ 1:06:44
278 11091 柿澤 克也 ｶｷｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 1:06:49
279 11079 北村 辰男 ｷﾀﾑﾗ ﾀﾂｵ バーマッチョ 1:06:57
280 6125 榎本 俊行 ｴﾉﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 東邦大橋自転車部 1:07:02
280 7019 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 1:07:02
282 3200 松井 茂 ﾏﾂｲ ｼｹﾞﾙ 1:07:12
283 6199 河本 淳 ｶﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 1:07:16
284 12121 長谷川 茂 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 無所属 1:07:27
285 7039 瀬戸 和弘 ｾﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 1:07:31
286 6001 小菅 智志 ｺｽｹﾞ ｻﾄｼ 1:07:37
287 12129 平川 剛宏 ﾋﾗｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 多摩っ湖 1:07:42
288 6099 伊熊 秀哲 ｲｸﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ タマレンジャー 1:07:43
289 7070 町田 洋 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ マチダレーシング 1:07:49
290 8027 賀門 和巳 ｶﾓﾝ ｶｽﾞﾐ 1:08:01
291 7024 渡邉 一海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾐ 1:08:02
292 10157 内田 孝浩 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 1:08:05
293 7171 高野 浩一 ﾀｶﾉ ｺｳｲﾁ 1:08:10
294 9061 川崎 宏 ｶﾜｻｷ ﾋﾛｼ 1:08:13
295 8020 永田 勝彦 ﾅｶﾞﾀ ｶﾂﾋｺ バーマッチョ 1:08:19
296 8061 細川 和則 ﾎｿｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 1:08:24
297 8118 吉野 尚史 ﾖｼﾉ ﾋｻｼ 1:08:28
298 5115 今井 靖浩 ｲﾏｲ ﾔｽﾋﾛ 1:08:35
299 7069 齋藤 剛司 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 1:08:43
300 7010 菅山 亨 ｽｶﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ 1:08:46
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301 5166 高橋 英雄 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ 1:08:56
302 10161 石坂 高広 ｲｼｻﾞｶ ﾀｶﾋﾛ 1:08:57
303 10112 長澤 基樹 ﾅｶﾞｻﾜ ﾓﾄｷ 青島ちゃりんこ倶楽部 1:09:01
304 6076 石上 秀一 ｲｼｶﾞﾐ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 1:09:02
305 8022 青木 勝巳 ｱｵｷ ｶﾂﾐ サイクルヨシダＣＣ 1:09:07
306 10049 木村 彰雄 ｷﾑﾗ ｱｷｵ 1:09:17
307 8095 新井 和則 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾉﾘ ＴＥＡＭ ＢＥＡＴ 1:09:20
308 8042 谷田部 邦保 ﾔﾀﾍﾞ ｸﾆﾔｽ 1:09:27
309 11106 中島 正実 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾐ 1:09:30
310 10042 塩澤 弘至 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 1:09:35
311 10170 高田 晃 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ 上州空っ風 1:09:36
312 8013 友部 敏朗 ﾄﾓﾍﾞ ﾄｼﾛｳ 1:09:44
313 10197 下山 寧 ｼﾓﾔﾏ ﾔｽｼ 1:09:48
314 8125 薄井 克巳 ｳｽｲ ｶﾂﾐ 1:09:50
314 11117 堀越 正弘 ﾎﾘｺｼ ﾏｻﾋﾛ ひねもす探険隊 1:09:50
316 9064 下山 正 ｼﾓﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 1:09:53
317 7084 岩崎 正己 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾐ アラモード 1:09:57
318 8009 宮内 和夫 ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞｵ チーム天神 1:10:00
318 7106 小林 祐一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ 1:10:00
320 7169 清久 慶一 ｷﾖｸ ｹｲｲﾁ 愛嵐 1:10:06
320 8101 山岸 正幸 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾕｷ 清瀬あぐれっし部 1:10:06
322 7148 大畠 昭彦 ｵｵﾊﾀ ｱｷﾋｺ 1:10:13
322 8058 岡野 智浩 ｵｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ ななちゃんレーシング 1:10:13
322 10037 須藤 昇 ｽﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 1:10:13
325 9134 佐藤 英夫 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 横浜ロードレーサーズ 1:10:15
326 8168 野瀬 典之 ﾉｾ ﾉﾘﾕｷ 1:10:21
327 5023 関口 誠 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 僕らは駆け抜ける 1:10:22
327 8025 川中子 雅夫 ｶﾜﾅｺﾞ ﾏｻｵ 桐生明治 1:10:22
329 6025 五十嵐 克英 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾂﾋﾃﾞ チームＦ 1:10:45
329 9107 平谷 淳 ﾋﾗﾀﾆ ｱﾂｼ セントラルレーシング 1:10:45
331 8169 川口 誠 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 1:10:53
332 8180 佐藤 正昭 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 1:10:54
333 7104 萩原 努 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾂﾄﾑ 1:10:56
334 10043 宮崎 太郎 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ ＨＳＨＫグルメ部 1:11:08
335 4053 井上 司 ｲﾉｳｴ ﾂｶｻ チームインデックス 1:11:17
336 9031 菅原 真史 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｼ ＭａｋＪ’ｓ 1:11:24
337 10045 猪熊 恵三 ｲﾉｸﾏ ｹｲｿﾞｳ 1:11:28
338 5003 宮崎 真一 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 1:11:29
338 8173 羽石 一男 ﾊﾈｲｼ ｶｽﾞｵ 1:11:29
340 6091 砂堀 諭 ｽﾅﾎﾞﾘ ｻﾄｼ 1:11:31
341 9012 工藤 弘幸 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 1:11:41
342 10092 瀬川 顕寿 ｾｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 1:11:55
343 6122 中山 晋 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝ トライド・バイシクル 1:11:58
344 12031 高橋 恒好 ﾀｶﾊｼ ﾂﾈﾖｼ （株）エコジック 1:11:59
345 10143 原島 秀行 ﾊﾗｼﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ チーム・カサゴ 1:12:03
346 8084 川﨑 隆夫 ｶﾜｻｷ ﾀｶｵ ＣＣＳＣ 1:12:04
347 8073 箱田 直紀 ﾊｺﾀﾞ ﾅｵｷ 1:12:10
348 6037 松井 正典 ﾏﾂｲ ﾏｻﾉﾘ 高トラ 1:12:19
349 8070 高橋 明 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ ＤＯＷＡ 1:12:29
350 10073 佐藤 行夫 ｻﾄｳ ﾕｷｵ チームフラミンゴ 1:12:31
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351 11015 今井 俊介 ｲﾏｲ ｼｭﾝｽｹ ビットラボ自転車部 1:12:32
352 7122 齋藤 周 ｻｲﾄｳ ｼｭｳ 1:12:33
352 9082 伊藤 文久 ｲﾄｳ ﾌﾐﾋｻ 太陽誘電 1:12:33
352 11103 大木 敏之 ｵｵｷ ﾄｼﾕｷ 東亜工業水泳部 1:12:33
355 10014 田中 隆一郎 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 1:12:34
356 9104 酒井 暁彦 ｻｶｲ ﾄｷﾋｺ チーム青木 1:12:37
356 10165 加藤 芳男 ｶﾄｳ ﾖｼｵ 1:12:37
358 10097 若松 秀幸 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾃﾞﾕｷ 1:12:41
359 10063 田辺 至 ﾀﾅﾍﾞ ｲﾀﾙ 1:13:05
360 8183 高田 覚 ﾀｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 1:13:12
361 8137 加藤 昌之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 1:13:15
362 8111 諏訪 純一 ｽﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東亜工業水泳部 1:13:28
363 10044 岩崎 孝治 ｲﾜｻｷ ｺｳｼﾞ 1:13:30
364 10038 薄井 俊朗 ｳｽｲ ﾄｼﾛｳ 1:13:37
365 10087 諏訪 幹大 ｽﾜ ﾐｷﾋﾛ 1:13:45
365 10185 前野 和紀 ﾏｴﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 1:13:45
367 9019 工藤 幸治 ｸﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 1:13:52
368 8043 渡辺 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 1:13:56
368 9018 野村 孝史 ﾉﾑﾗ ﾀｶｼ 1:13:56
370 9032 鈴木 英明 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 1:13:57
371 6164 館崎 淳 ﾀﾃｻﾞｷ ｱﾂｼ 1:14:03
372 11188 関根 敏生 ｾｷﾈ ﾄｼｵ 1:14:06
373 8146 石本 正敬 ｲｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 1:14:15
374 10029 鈴木 一則 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ サンキン株式会社 1:14:17
375 12112 野中 耕一 ﾉﾅｶ ｺｳｲﾁ 1:14:27
376 9200 並木 忍 ﾅﾐｷ ｼﾉﾌﾞ 1:14:33
377 8131 久保田 政幸 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾕｷ バッカナーレ 1:14:35
377 9049 池田 宏一 ｲｹﾀﾞ ｺｳｲﾁ プルスウルトラ 1:14:35
379 9128 上田 英二 ｳｴﾀﾞ ｴｲｼﾞ マグーカフェ 1:14:37
380 8072 松田 健一 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 1:14:46
381 7042 勝呂 卓 ｽｸﾞﾛ ﾀｶｼ Ａ．Ｒ．Ｃ．Ｃ 1:14:49
382 9068 前原 信隆 ﾏｴﾊﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 盆栽 1:14:51
383 7079 荒木 信彦 ｱﾗｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 1:14:54
384 11044 井桁 英雄 ｲｹﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 1:15:06
385 9120 武井 佳之 ﾀｹｲ ﾖｼﾕｷ ＴＣＭ 1:15:11
386 12103 立花 直紀 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾅｵｷ チームジロ 1:15:12
387 10145 西森 正和 ﾆｼﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ グルペット 1:15:17
388 12002 峰岸 純一 ﾐﾈｷﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1:15:29
389 9202 可児 玄 ｶﾆ ｹﾞﾝ ＴＴＣＣ 1:15:31
390 11120 市川 俊彦 ｲﾁｶﾜ ﾄｼﾋｺ ＴＥＡＭ２５４ 1:15:45
391 8032 秋田 崇文 ｱｷﾀ ﾀｶﾌﾐ 谷和原Ｓ．Ｃ．Ａ 1:15:47
392 9011 大谷 隆雄 ｵｵﾀﾆ ﾀｶｵ 1:15:50
393 10096 伊藤 勲 ｲﾄｳ ｲｻｵ サコス 1:15:55
394 5187 谷口 健 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝ 1:16:07
395 8059 佐藤 雄一 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ エムクル 1:16:27
395 10077 梁瀬 清 ﾔﾅｾ ｷﾖｼ 1:16:27
397 6054 大橋 昭一 ｵｵﾊｼ ｼｮｳｲﾁ リベルタス 1:16:32
398 8123 小代 晃久 ｵﾀﾞｲ ｱｷﾋｻ 1:16:33
399 9093 加藤 義雄 ｶﾄｳ ﾖｼｵ コマツ 1:16:34
400 11197 枦山 一郎 ﾊｾﾞﾔﾏ ｲﾁﾛｳ 日本ゼオン銀輪会 1:16:39
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401 10113 原 幸一 ﾊﾗ ｺｳｲﾁ ＴＣＭ 1:16:46
402 6138 熊谷 龍生 ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾂｵ 1:16:47
403 9025 松浦 弘司 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｼ 1:16:55
404 12054 西森 正樹 ﾆｼﾓﾘ ﾏｻｷ 1:17:00
405 7025 安田 臣宏 ﾔｽﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ Ｙ＇ｓ ＲＡＣＩＮＧ 1:17:04
406 10140 金井 良和 ｶﾅｲ ﾖｼｶｽﾞ 1:17:12
407 8181 細沼 義彰 ﾎｿﾇﾏ ﾖｼｱｷ ラスペランッア 1:17:15
408 11096 藤森 比呂志 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛｼ 1:17:17
409 12126 中村 拓矢 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ チームリンパパ 1:17:25
410 10031 広瀬 清志 ﾋﾛｾ ｷﾖｼ 1:17:30
411 6039 磯部 渉 ｲｿﾍﾞ ﾜﾀﾙ スパルタンモドキ 1:17:43
412 7001 木暮 秀樹 ｺｸﾞﾚ ﾋﾃﾞｷ 1:17:53
413 8176 新井 勉 ｱﾗｲ ﾂﾄﾑ 1:18:07
414 11157 高橋 元 ﾀｶﾊｼ ﾊｼﾞﾒ アニメイト自転車部 1:18:12
415 10168 早川 弘之 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛﾕｷ ＫＷＥ 1:18:21
416 9151 蔵谷 泰和 ｸﾗﾀﾆ ﾔｽｶｽﾞ 1:18:23
417 8191 鎌田 和秀 ｶﾏﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 1:18:46
418 8156 矢嶋 宏昭 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 群馬トヨペット 1:18:48
419 11027 木村 雄一 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 1:18:49
420 12028 池田 英之 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 1:18:59
421 10192 生方 博 ｳﾌﾞｶﾀ ﾋﾛｼ 1:19:04
422 9042 柿本 裕司 ｶｷﾓﾄ ﾕｳｼﾞ サンケイレーシング 1:19:09
423 9173 今井 正 ｲﾏｲ ﾏｻｼ 1:19:15
424 6051 武田 友裕 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ＴＷＴ 1:19:21
425 12038 長谷川 昌宏 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 八斗島サイクル 1:19:22
426 12008 宮川 一郎 ﾐﾔｶﾞﾜ ｲﾁﾛｳ グルペット＆ＧＧ１ 1:19:26
427 8165 野口 竜一 ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ コマツ 1:19:29
428 8063 除村 俊幸 ﾖｹﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 1:19:32
429 10101 三浦 茂美 ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾐ 日野自動車新田自転車 1:19:36
430 8157 髙橋 伸年 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾄｼ ネッツトヨタ高崎 1:19:42
431 6028 米川 敦 ﾖﾈｶﾜ ｱﾂｼ ユーキャン 1:19:45
432 3150 片岡 俊啓 ｶﾀｵｶ ﾄｼﾉﾌﾞ 1:19:48
433 12174 飯田 啓信 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 1:19:49
434 6104 松原 俊博 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼﾋﾛ ＷＢＣ 1:19:56
435 4168 山下 信介 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｽｹ 1:20:00
436 6146 大関 信行 ｵｵｾﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 1:20:07
437 12203 津久井 道夫 ﾂｸｲ ﾐﾁｵ 1:20:15
438 10202 三浦 次朗 ﾐｳﾗ ｼﾞﾛｳ ＴＴＣＣ 1:20:17
439 4092 小山 賢 ｺﾔﾏ ｹﾝ Ｒａｆａｌｅ－Ｔ 1:20:21
440 9129 中嶋 勝利 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾄｼ チームうおかつ 1:20:36
441 9053 江本 秀樹 ｴﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ ツールド望月 1:20:50
442 12067 永井 一成 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾅﾘ 1:21:19
443 8197 菅原 久和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋｻｶｽﾞ ｓａｉ総合企画 1:21:30
444 12034 星 克治 ﾎｼ ｶﾂﾊﾙ クレハ 1:21:34
445 10127 高橋 正彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 1:21:43
446 7097 川田 桂一郎 ｶﾜﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 1:21:47
447 12093 松富 毅 ﾏﾂﾄﾐ ﾀｹｼ 1:21:48
448 4031 斉藤 佳孝 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ チームセトギワ 1:21:53
449 10158 加藤 修 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 1:22:12
450 11036 小林 義昌 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾏｻ 1:22:24
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451 9085 阿部 裕志 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 1:22:31
451 10162 原口 大助 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 1:22:31
453 8076 熊谷 潤 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝ 1:22:36
454 10009 鈴木 俊男 ｽｽﾞｷ ﾄｼｵ 1:22:38
455 7202 田頭 秀巳 ﾀｶﾞｼﾗ ﾋﾃﾞﾐ ＴＴＣＣ 1:22:42
456 12193 星野 保彦 ﾎｼﾉ ﾔｽﾋｺ 1:22:43
457 11072 柚木 政宣 ﾕｷ ﾏｻﾖｼ 1:22:59
458 11039 龍見 英行 ﾀﾂﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ でさふいお 1:23:00
459 10091 川原 靖宏 ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ ＲＯＢ 1:23:24
460 12162 河原 正明 ｶﾜﾊﾗ ﾏｻｱｷ 1:23:32
461 12147 加藤 政紀 ｶﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 1:23:47
462 11152 小野 森太郎 ｵﾉ ｼﾝﾀﾛｳ イエローキャット 1:23:56
463 10138 田村 正之 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ チームフラミンゴ 1:24:03
464 9171 司東 秀浩 ｼﾄｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ ばーむぱわー 1:24:04
465 6155 岡本 勤 ｵｶﾓﾄ ﾂﾄﾑ 辰巳会 1:24:05
466 7066 殿井 秀治 ﾄﾉｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ 明学ロードバイク部 1:24:20
467 7058 久保田 秀行 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 週５で山岡家 1:24:22
468 6036 松永 智文 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓﾌﾐ スパルタン 1:24:23
469 6061 坂上 秀成 ｻｶｶﾞﾐ ﾋﾃﾞﾅﾘ ヒマーズ 1:24:39
470 12115 杉山 重光 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾐﾂ 金井工務店 1:24:50
471 12159 佐々木 康則 ｻｻｷ ﾔｽﾉﾘ 協栄産業ＲＣ 1:24:56
472 11050 久保 英信 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ Ｕ２ ＢＩＫＥＳ 1:25:01
473 10082 前田 幸明 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷｱｷ ネッツトヨタ群馬(株) 1:25:57
474 12195 大野 信治 ｵｵﾉ ｼﾝｼﾞ 1:26:05
475 12124 鈴木 秀樹 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 1:26:16
476 10187 小嶌 稔 ｺｼﾞﾏ ﾐﾉﾙ 1:26:25
477 12202 武者 育生 ﾑｼｬ ｲｸｵ 1:26:51
478 9071 近藤 精一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｲﾁﾛｳ ち～む たなべ衛 1:27:08
479 12137 赤川 敬 ｱｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 牧野輪業 1:27:13
480 11052 中川 太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾌﾄｼ 1:27:46
481 9046 小山田 和見 ｵﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 1:27:48
482 10122 渡辺 良和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｶｽﾞ 1:27:49
483 11202 岩本 泰典 ｲﾜﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ ＴＴＣＣ 1:27:50
484 12192 岩田 一樹 ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 1:29:07
485 12116 菊地 俊光 ｷｸﾁ ﾄｼﾐﾂ グロウ通風ライダーズ 1:29:16
486 12105 樋口 裕二 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ ルネサス 1:29:26
487 12021 八木 文黙 ﾔｷﾞ ﾌﾞﾝﾓｸ 1:29:42
488 9157 中村 義浩 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ ｔｅａｍ遊ｒｉｄｅ 1:29:48
489 11194 牧山 努 ﾏｷﾔﾏ ﾂﾄﾑ 1:30:29
490 6065 関根 和男 ｾｷﾈ ｶｽﾞｵ 1:30:57
491 6075 塩野 當仁 ｼｵﾉ ﾏｻﾋﾄ 1:31:11
492 7201 加藤 義明 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ チームかとー 1:31:30
493 10179 村上 雅敏 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄｼ 1:32:23
494 11100 山口 春好 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾖｼ 1:32:27
495 11156 武田 正光 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾐﾂ 1:32:40
496 10052 山中 和哉 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾔ 1:33:32
497 11002 神久 豊 ｼﾝｸ ﾕﾀｶ ディライトバイク 1:33:42
498 12158 高木 俊之 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾕｷ 1:33:48
499 12022 石田 直哉 ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 1:33:59
500 10131 静野 敦 ｼｽﾞﾉ ｱﾂｼ コバナーズ 1:34:13
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榛名湖コース男子50歳代

順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

501 10018 後藤 徳夫 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘｵ 1:34:38
502 3181 上村 登 ｶﾐﾑﾗ ﾉﾎﾞﾙ カミノデザイン 1:34:59
503 3164 上村 渡 ｶﾐﾑﾗ ﾜﾀﾙ カミノデザイン 1:35:04
504 12007 水出 靖 ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾔｽｼ 1:35:07
505 10040 戸塚 美秀 ﾄﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾃﾞ ＴＦＣ 1:35:40
506 9021 宗永 泰彦 ﾑﾈﾅｶﾞ ﾔｽﾋｺ ち～む たなべ衛 1:36:01
507 9198 阿部 稔 ｱﾍﾞ ﾐﾉﾙ メガネのイタガキ 1:36:24
508 9118 吉田 純司 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 1:36:43
508 10118 森永 秀 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｹﾞﾙ 1:36:43
510 11076 須田 聡 ｽﾀﾞ ｻﾄﾙ 1:36:48
511 11022 中里 利之 ﾅｶｻﾞﾄ ﾄｼﾕｷ 1:37:07
512 12020 野木村 秀世 ﾉｷﾞﾑﾗ ﾋﾃﾞﾖ 1:37:27
513 12165 吉野 崇也 ﾖｼﾉ ﾀｶﾅﾘ 1:37:59
514 11195 島田 雅人 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 1:38:32
515 11095 加藤 淳也 ｶﾄｳ ｱﾂﾔ 1:38:58
516 11135 市川 路晴 ｲﾁｶﾜ ﾐﾁﾊﾙ 1:38:59
517 7054 後藤 尚彦 ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾋｺ 1:39:04
518 10148 田島 栄太 ﾀｼﾞﾏ ｴｲﾀ ダイトウ 1:39:43
519 11201 石井 久夫 ｲｼｲ ﾋｻｵ 1:40:05
520 12060 坂本 毅 ｻｶﾓﾄ ﾂﾖｼ 1:40:24
521 12004 野池 伸一 ﾉｲｹ ｼﾝｲﾁ 株式会社 群馬バス 1:40:32
522 10147 南 公彦 ﾐﾅﾐ ｷﾐﾋｺ 1:40:35
523 11196 湯本 利治 ﾕﾓﾄ ﾄｼｼﾞ 1:40:45
524 10071 田村 直人 ﾀﾑﾗ ﾅｵﾄ ばーむぱわー！ 1:41:53
525 6183 井坂 雅彦 ｲｻｶ ﾏｻﾋｺ 1:42:07
526 10086 米谷 保志 ﾖﾈﾀﾆ ﾔｽｼ 1:42:10
527 11047 戸谷 直樹 ﾄﾔ ﾅｵｷ ＧＢＣＣ 1:42:25
528 11057 工藤 政孝 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ 1:42:30
529 10083 紙谷 徹 ｶﾐﾔ ﾄｵﾙ ネッツトヨタ群馬(株) 1:43:26
530 12065 小林 裕彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｹﾞﾝ Ｔｅａｍかちかち山 1:43:53
531 6148 猿谷 忠弘 ｻﾙﾔ ﾀﾀﾞﾋﾛ エムクル 1:46:04
532 10176 古澤 敏 ﾌﾙｻﾜ ｻﾄｼ 1:46:52
533 12017 狩野 清明 ｶﾉｳ ｷﾖｱｷ 1:47:31
534 9138 田中 純一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ じろうまる 1:48:42
535 8082 桜井 孝善 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾖｼ 1:48:55
536 11032 奥島 敦 ｵｸｼﾏ ｱﾂｼ 1:48:59
537 12062 古溝 勝信 ｺﾐｿﾞ ｶﾂﾉﾌﾞ ＲＣ ＨＯＢＯ 1:49:15
538 10119 岡村 有一 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 1:53:39
539 9165 眞塩 和則 ﾏｼｵ ｶｽﾞﾉﾘ 1:53:58
540 12064 森泉 英司 ﾓﾘｲｽﾞﾐ ｴｲｼﾞ ろしなんて 1:54:09
541 11069 吉野 文康 ﾖｼﾉ ﾌﾐﾔｽ おっとっと 1:54:18
542 12006 後閑 康永 ｺﾞｶﾝ ﾔｽﾅｶﾞ 1:54:43
543 12197 伊藤 秀行 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ しんぐら５９３ 1:55:20
544 12161 内山 哲哉 ｳﾁﾔﾏ ﾃﾂﾔ 甘太郎 1:55:55
545 12087 安藤 英彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋｺ Ｍ’ｓ Ｋｒｅｗｅ 1:57:00
546 8109 中島 岳彦 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾋｺ 2:03:05
547 2014 波呂 啓介 ﾊﾛ ｹｲｽｹ 上毛レーシング 2:14:32
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