
2016/09/20 15:03:20 1 / 10 ページ Official Timer & Result By RECS

1 601 狩野 敦 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 上毛Ｒ 群馬県 0:50:05.98
2 104 田村 篤志 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ チームＲ＆Ｄ 群馬県 0:51:41.58
3 707 後藤 晃治 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ アクアタマ 東京都 0:51:43.43
4 640 高橋 良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ ＣＯＷ 群馬県 0:52:21.09
5 611 青木 貴嗣 ｱｵｷ ﾀｶｼ ＭＩＶＲＯ 東京都 0:52:39.68
6 612 早馬 涼介 ﾊﾔｳﾏ ﾘｮｳｽｹ 東京都 0:52:41.07
7 651 会田 森 ｱｲﾀﾞ ｼﾝ 群馬県 0:52:53.25
8 618 久保 敦 ｸﾎﾞ ｱﾂｼ 愛知県 0:53:13.15
9 608 太田 好政 ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ ＭＩＶＲＯ 東京都 0:53:55.18

10 102 須藤 克利 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ 千葉道場 千葉県 0:54:14.25
11 615 塚本 淳 ﾂｶﾓﾄ ｱﾂｼ ミマキ自転車 長野県 0:54:35.72
12 101 高橋 利尚 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾅｵ パインヒルズ 神奈川県 0:55:29.72
13 727 黒岩 岳史 ｸﾛｲﾜ ﾀｹｼ 嬬高スケート 群馬県 0:56:07.23
14 603 長谷川 誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ ルーテデラハ 神奈川県 0:56:37.39
15 610 新井 隆司 ｱﾗｲ ﾀｶｼ ＣＯＧＳ 長野県 0:56:59.90
16 709 関戸 太一 ｾｷﾄ ﾀｲﾁ 埼玉県 0:57:45.95
17 105 小池 尚 ｺｲｹ ﾀｶｼ ナッカラーノ 群馬県 0:57:49.67
18 649 小野 忠 ｵﾉ ﾀﾀﾞｼ パインヒルズ 埼玉県 0:57:50.41
19 614 波多野 隆紹 ﾊﾀﾉ ﾀｶｱｷ コードピラタ 神奈川県 0:57:56.16
20 652 柿沢 英樹 ｶｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 0:58:05.58
21 613 湯本 隆幸 ﾕﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 長野県 0:58:13.02
22 1321 伊丹 祥真 ｲﾀﾐ ｼｮｳﾏ 群馬県 0:58:48.78
23 602 瀬川 道晴 ｾｶﾞﾜ ﾐﾁﾊﾙ 東京都 0:59:27.24
24 630 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ＴＲＣ 群馬県 0:59:57.53
25 628 齋藤 健太朗 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬県 1:00:01.60
26 1279 伊藤 昭 ｲﾄｳ ｱｷﾗ フットワーク 岐阜県 1:00:07.17
27 3026 﨤町 直樹 ｿﾘﾏﾁ ﾅｵｷ ＴＹＰＥ Ａ 長野県 1:00:07.68
28 660 西村 仁志 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾄｼ 西武文理高校 埼玉県 1:00:21.08
29 617 松井 和宏 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾋﾛ 福島県 1:00:56.15
30 624 関口 敦 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｼ 上毛Ｒ 群馬県 1:01:08.66
31 609 小林 徹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 群馬県 1:01:18.94
32 705 平形 洋生 ﾋﾗｶﾀ ﾋﾛｷ Ｏｌｔｒｅ 千葉県 1:01:21.42
33 638 石田 和俊 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 群馬県 1:01:35.42
34 639 森田 淳也 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 岐阜県 1:01:35.73
35 712 土方 宏一郎 ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 1:01:36.99
36 653 寺田 賢三 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ まじりんぐ 滋賀県 1:02:14.11
37 620 平岩 大輔 ﾋﾗｲﾜ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:02:18.29
38 678 菊川 敬文 ｷｸｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 千葉県 1:02:38.27
39 646 青木 悠輔 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ ３４６プロ 神奈川県 1:02:57.87
40 3032 岡部 秀克 ｵｶﾍﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ 埼玉県 1:03:14.46
41 654 水野 博志 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｼ モンテラック 埼玉県 1:03:39.86
42 622 長沼 保夫 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾔｽｵ 坂嫌い 茨城県 1:03:40.64
43 704 市川 史郎 ｲﾁｶﾜ ｼﾛｳ 長野県 1:03:41.95
44 690 井上 幹巳 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ 埼玉県 1:03:45.19
45 662 高柳 義則 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾖｼﾉﾘ 群馬自転車部 群馬県 1:03:52.47
46 670 渡辺 聖一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁ 山梨県 1:04:05.05
47 657 高橋 英文 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾌﾐ 群馬自転車部 群馬県 1:04:08.36
48 607 佐藤 智弥 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ ＪＰＯ 東京都 1:04:10.81
49 1292 吉崎 茂雄 ﾖｼｻﾞｷ ｼｹﾞｵ サンケン電気 東京都 1:04:20.34
50 3020 伊藤 敬紘 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:04:20.39
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51 3033 香立 武士 ｺｳﾀﾃ ﾀｹｼ シクロクラブ 埼玉県 1:04:30.62
52 679 高橋 玄 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 順天堂外科 東京都 1:04:32.68
53 710 鈴木 克 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ みさか自転車 埼玉県 1:04:33.41
54 626 栗林 文人 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾋﾄ 新田自転車部 群馬県 1:04:35.88
55 3036 長島 諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ シクロクラブ 埼玉県 1:04:38.42
56 659 芝崎 信次 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾂｸﾞ 千葉県 1:04:40.87
57 107 宮崎 裕 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳ 嬬恋高校 群馬県 1:04:59.78
58 725 石井 壱国 ｲｼｲ ｲｯｺｸ 嬬恋高校スキー部 群馬県 1:05:16.82
59 604 杉田 光 ｽｷﾞﾀ ﾋｶﾙ シクロクラブ 埼玉県 1:05:16.97
60 726 干川 大智 ﾎｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 嬬恋高校 群馬県 1:05:17.87
61 1319 久保 郁弥 ｸﾎﾞ ｲｸﾔ とね輪クラブ 群馬県 1:05:21.58
62 677 岡田 泰史 ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾌﾐ 秋田県 1:05:25.47
63 1226 広瀬 一実 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾐ 埼玉県 1:05:31.31
64 1232 狩野 綾 ｶﾉｳ ｱﾔ 上毛Ｒ 群馬県 1:05:39.35
65 619 眞塩 広之 ﾏｼｵ ﾋﾛﾕｷ Ｖａｌｅｏ 群馬県 1:05:42.15
66 672 彦久保 優紀 ﾋｺｸﾎﾞ ﾕｳｷ 神奈川県 1:05:43.31
67 645 坂 和也 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾔ 東京都 1:05:47.45
68 650 齋藤 颯太 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 前橋育英高校 群馬県 1:05:48.05
69 680 須藤 翔 ｽﾄﾞｳ ｼｮｳ 上毛Ｒ 群馬県 1:05:50.16
70 699 吉村 知晃 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｱｷ セオサイクル 東京都 1:05:50.96
71 667 梶山 大輔 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:05:55.96
72 3012 中村 学 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 長野県 1:06:00.17
73 1282 邑中 力 ﾑﾗﾅｶ ﾂﾄﾑ ＣＯＷ 群馬県 1:06:28.46
74 3039 小林 一紀 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県 1:06:43.17
75 1262 松本 邦彦 ﾏﾂﾓﾄ ｸﾆﾋｺ Ｔ中央構造線 長野県 1:06:46.65
76 692 田名網 宏昭 ﾀﾅｱﾐ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:06:46.93
77 3021 太田 真 ｵｵﾀ ﾏｺﾄ ＣＷＳ吉祥寺 東京都 1:06:50.36
78 3034 森 幸嗣 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ シクロクラブ 埼玉県 1:06:57.70
79 109 梶原 豪 ｶｼﾞﾜﾗ ﾂﾖｼ 群馬県 1:07:16.90
80 693 小川 英彦 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ パラボラ 東京都 1:07:17.28
81 1227 築城 賢司 ﾂｲｷ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 1:07:18.22
82 663 北村 知弘 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 群馬自転車部 群馬県 1:07:27.70
83 1888 浅井 忠政 ｱｻｲ ﾀﾀﾞﾏｻ 群馬県 1:07:44.28
84 723 洞澤 昇 ﾎﾗｻﾜ ﾉﾎﾞﾙ フリー 神奈川県 1:07:56.07
85 1883 馬場 拓夢 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｸﾑ 埼玉県 1:08:26.75
86 1288 森 拓真 ﾓﾘ ﾀｸﾏ 東京都 1:08:30.07
87 643 曽我 修次 ｿｶﾞ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 1:08:44.76
88 103 佐藤 孝紀 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 高工自転車部 群馬県 1:08:45.40
89 1309 久保 祐介 ｸﾎﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 1:08:47.57
90 2486 新開 雄真 ｼﾝｶｲ ﾕｳﾏ 関東学院大学 神奈川県 1:08:49.71
91 1277 今井 將士 ｲﾏｲ ﾏｻｼ 長野県 1:09:08.22
92 108 鈴木 竜太 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀ 独進貴族 埼玉県 1:09:12.12
93 1904 相崎 純 ｱｲｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 静岡県 1:09:13.68
94 1844 江本 尚夫 ｴﾓﾄ ﾋｻｵ 長野県 1:09:33.89
95 1225 菅原 雄一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:09:37.33
96 633 浅野 寛 ｱｻﾉ ﾋﾛｼ 茨城県 1:09:41.10
97 631 伊藤 博之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ミブロ 東京都 1:09:42.13
98 665 越田 真二 ｺｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 高山村 長野県 1:09:42.62
99 1278 中道 貴士 ﾅｶﾐﾁ ﾀｶｼ 神奈川県 1:09:52.88

100 1208 青木 佑樹 ｱｵｷ ﾕｳｷ 静岡県 1:09:53.35
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101 1802 大塚 一紀 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞﾉﾘ 日本精工 群馬県 1:09:54.26
102 1922 横田 美恵 ﾖｺﾀ ﾖｼｴ 共立産業 東京都 1:09:58.97
103 1267 佐々木 貴済 ｻｻｷ ﾀｶｽﾞﾐ 埼玉県 1:10:03.28
104 1814 水口 達士 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀﾂｼ 千葉県 1:10:13.80
105 1209 箕輪 誠 ﾐﾉﾜ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:10:14.33
106 3002 野谷 シュンスケ ﾉﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ Ｒ＆Ｄ 群馬県 1:10:26.89
107 669 井田 順和 ｲﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県 1:10:28.56
108 1259 岡崎 大典 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:10:54.31
109 2508 小澤 洋介 ｵｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 千葉県 1:11:02.60
110 1325 山下 竜司 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 1:11:03.14
111 2467 中村 秀成 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾅﾘ 埼玉県 1:11:13.51
112 1264 福山 雅也 ﾌｸﾔﾏ ﾏｻﾔ 埼玉県 1:11:19.87
113 621 上原 拓磨 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ Ｇ・デパール 群馬県 1:11:21.10
114 668 坂本 正樹 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ ナッカラーノ 群馬県 1:11:23.06
115 623 中島 宏治 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ チームフリー 埼玉県 1:11:26.13
116 706 石井 滋 ｲｼｲ ｼｹﾞﾙ Ｊ２Ｃ２ 東京都 1:11:36.32
117 1311 水原 隆志 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾀｶｼ ＭＨＫ＠ 神奈川県 1:11:37.02
118 1851 坂本 善昌 ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾏｻ 長野県 1:11:38.38
119 1204 後藤 秀一郎 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:11:53.57
120 1202 木村 香織 ｷﾑﾗ ｶｵﾘ 茨城県 1:11:58.46
121 1826 一村 竜太 ｲﾁﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 埼玉県 1:12:08.43
122 655 深沢 寧 ﾌｶｻﾜ ﾔｽｼ 東京都 1:12:31.32
123 1313 上條 仁 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾄｼ とね輪クラブ 群馬県 1:12:40.75
124 1248 岡本 航 ｵｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ １５ＲＴ 神奈川県 1:12:41.18
125 2455 佐々木 拓磨 ｻｻｷ ﾀｸﾏ 東京都 1:12:49.87
126 1231 大野 悟史 ｵｵﾉ ｻﾄｼ 千葉県 1:13:00.12
127 2454 小島 省吾 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 東京都 1:13:00.28
128 715 宍倉 隆一 ｼｼｸﾗ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県 1:13:00.91
129 1917 平賀 朝永 ﾋﾗｶﾞ ﾄﾓﾅｶﾞ 新潟県 1:13:10.83
130 1252 村瀬 祐二 ﾑﾗｾ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:13:12.88
131 682 山田 一弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 辰巳会 群馬県 1:13:13.11
132 701 小山 義英 ｺﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ Ｖｅｎｇａ 東京都 1:13:38.81
133 1212 樋口 雄一 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ ぴぎゃー 神奈川県 1:13:46.92
134 3017 引頭 一樹 ｲﾝﾄｳ ｶｽﾞｷ 茨城県 1:13:47.00
135 647 渡辺 義夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｵ オル・カカ 神奈川県 1:13:53.02
136 1220 塚田 直己 ﾂｶﾀﾞ ﾅｵｷ しほりん 長野県 1:14:02.94
137 694 野口 治幸 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾕｷ 群馬県 1:14:05.22
138 1287 貴田 和広 ｷﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 1:14:19.05
139 634 堀之内 俊 ﾎﾘﾉｳﾁ ｼｭﾝ 神奈川県 1:14:35.20
140 1809 都丸 勝成 ﾄﾏﾙ ｶﾂﾅﾘ 群馬県 1:14:36.66
141 1905 多田 みゆき ﾀﾀﾞ ﾐﾕｷ 静岡県 1:14:44.92
142 1215 辻 竜太郎 ﾂｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大阪府 1:14:45.49
143 703 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 長野県 1:14:45.90
144 629 マッグリン ジョン ﾏｯｸﾞﾘﾝ ｼﾞｮﾝ 東京都 1:14:46.10
145 1235 中村 好孝 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 千葉県 1:14:56.52
146 2469 生越 正則 ｵｵｺﾞｼ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県 1:15:02.47
147 1887 廣石 健悟 ﾋﾛｲｼ ｹﾝｺﾞ 千葉県 1:15:07.65
148 1808 伊藤 文久 ｲﾄｳ ﾌﾐﾋｻ 太陽誘電 群馬県 1:15:13.23
149 716 廣橋 邦彦 ﾋﾛﾊｼ ｸﾆﾋｺ 群馬県 1:15:15.91
150 2451 野村 太一 ﾉﾑﾗ ﾀｲﾁ 東京都 1:15:21.39
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151 661 富沢 一宏 ﾄﾐｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:15:23.23
152 3015 満澤 崇央 ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 長野県農大 長野県 1:15:24.23
153 688 林 勇作 ﾊﾔｼ ﾕｳｻｸ ＭＣＣ 長野県 1:15:26.49
154 1871 和田 剛 ﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 千葉県 1:15:32.57
155 1221 田中 将 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 神奈川県 1:15:36.56
156 1839 佐藤 桂治 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 長野県 1:15:45.89
157 1261 佐藤 淳 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:15:47.15
158 1308 亀井 弥 ｶﾒｲ ﾜﾀﾙ 群馬県 1:15:59.90
159 110 梶原 碧 ｶｼﾞﾜﾗ ｷﾖｼ 群馬県 1:16:00.55
160 2450 黒沢 雅志 ｸﾛｻﾜ ﾏｻｼ 茨城県 1:16:23.87
161 1238 岡本 泰治 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｼﾞ 神奈川県 1:16:31.23
162 1242 宇治野 健 ｳｼﾞﾉ ﾀｹｼ 東京都 1:16:33.90
163 700 石坂 洋一 ｲｼｻﾞｶ ﾖｳｲﾁ 群馬県 1:16:36.63
164 1811 中村 大輝 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ 長野県 1:16:37.41
165 1217 佐藤 博茂 ｻﾄｳ ﾋﾛﾓﾄ 神奈川県 1:16:44.33
166 3040 宇津木 秀勅 ｳﾂｷﾞ ﾋﾃﾞﾄｷ 群馬大学 群馬県 1:17:04.51
167 2513 茂木 忠泰 ﾓｷﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 群馬県 1:17:07.66
168 1205 西内 辰明 ﾆｼｳﾁ ﾖｼｱｷ 福島県 1:17:12.57
169 1312 安里 優希 ｱｻﾄ ﾕｳｷ ＭＨＫ＠ 神奈川県 1:17:13.05
170 2497 宮崎 眞一 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:17:15.99
171 664 霜田 匡秀 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 東京都 1:17:32.18
172 2419 佐藤 信利 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾄｼ 群馬県 1:17:47.37
173 1300 林 哲也 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ 長野県 1:17:47.97
174 1304 大庭 正信 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 神奈川県 1:17:48.27
175 685 宮内 淑夫 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼｵ ｍｃｃ 長野県 1:17:55.27
176 683 西村 洋恵 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｴ ブエナ 埼玉県 1:18:00.44
177 1301 中島」 弘雅 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾀﾀﾞ 東京都 1:18:07.85
178 2522 鍋坂 健 ﾅﾍﾞｻｶ ﾀｹｼ 東京都 1:18:11.07
179 3031 大寺 美貴夫 ｵｵﾃﾞﾗ ﾐｷｵ 東京都 1:18:13.61
180 1316 寺澤 勝彦 ﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾋｺ とね輪クラブ 群馬県 1:18:16.61
181 721 西村 弘平 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾍｲ 東京都 1:18:16.65
182 1229 市村 健多 ｲﾁﾑﾗ ｹﾝﾀ 東京都 1:18:26.32
183 1803 齋藤 洋一郎 ｻｲﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ 群馬県 1:18:29.28
184 2498 中村 大地 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 所沢看護専門 埼玉県 1:18:32.15
185 1807 鎌田 弘毅 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｷ 東京都 1:18:49.20
186 1306 箱 隆之 ﾊｺ ﾀｶﾕｷ ＳＵＢ３ 神奈川県 1:18:51.80
187 1305 楠居 且規 ｸｽｲ ｶﾂﾉﾘ ＦＯＳＴＥＲ 東京都 1:19:10.98
188 2470 仲間 春一 ﾅｶﾏ ｼｭﾝｲﾁ 沖縄県 1:19:14.75
189 695 田中 宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:19:22.33
190 1245 石橋 彰 ｲｼﾊﾞｼ ｱｷﾗ ＲＡＶＥＮ 群馬県 1:19:23.90
191 658 永井 重之 ﾅｶﾞｲ ｼｹﾞﾕｷ リベルタス 栃木県 1:19:24.12
192 1849 稲益 宗知 ｲﾅﾏｽ ﾑﾈﾄ 帝京大学 熊本県 1:19:26.28
193 676 小川 金也 ｵｶﾞﾜ ｷﾝﾔ オッティモ 東京都 1:19:31.55
194 666 稲 寛彰 ｲﾈ ﾋﾛｱｷ 東京都 1:19:40.21
195 1211 羽重田 政之 ﾊﾌﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 長野県 1:19:57.03
196 106 中島 翔太郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉県 1:20:12.42
197 1820 秋元 孝夫 ｱｷﾓﾄ ﾀｶｵ 神奈川県 1:20:14.87
198 2499 菅沼 龍 ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳ 静岡県 1:20:22.40
199 2493 木村 努 ｷﾑﾗ ﾂﾄﾑ 群馬県 1:20:32.03
200 3027 湯上 仁史 ﾕｶﾞﾐ ﾋﾄｼ 埼玉県 1:20:33.31
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201 1324 田中 博紀 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾘ ミガック 東京都 1:20:41.01
202 687 滝沢 順彰 ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾘｱｷ 松代クラブ 長野県 1:20:45.00
203 636 瀧嶋 吉博 ﾀｷｼﾏ ﾖｼﾋﾛ 東京都 1:20:46.24
204 1253 三浦 聡 ﾐｳﾗｻﾄｼ 東京都 1:20:49.02
205 1228 徳田 道広 ﾄｸﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ Ｓｆｉｄａ 群馬県 1:20:52.66
206 637 猪熊 恵三 ｲﾉｸﾏ ｹｲｿﾞｳ 群馬県 1:20:55.58
207 713 對馬 寛之 ﾂｼﾏ ﾋﾛﾕｷ チームＴＳＨ 東京都 1:20:55.69
208 675 塚越 秀之 ﾂｶｺﾞｼ ﾋﾃﾞﾕｷ Ｔ ハルヒル 群馬県 1:21:00.17
209 1293 伊原 健 ｲﾊﾗ ｹﾝ 千葉県 1:21:07.46
210 3038 松村 薫 ﾏﾂﾑﾗ ｶｵﾙ シクロクラブ 埼玉県 1:21:09.23
211 3022 山本 雅芳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 1:21:13.34
212 1307 宮本 一哉 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 1:21:19.46
213 1272 簑輪 佳彦 ﾐﾉﾜ ﾖｼﾋｺ 小諸シャラク 長野県 1:21:31.97
214 1872 村上 雅也 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 神奈川県 1:21:53.63
215 605 武藤 勝 ﾑﾄｳ ﾏｻﾙ 群馬県 1:22:12.05
216 684 今井 英策 ｲﾏｲ ｴｲｻｸ 上毛レーシン 群馬県 1:22:21.21
217 1812 磯﨑 正利 ｲｿｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 1:22:31.98
218 671 渡辺 国明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆｱｷ 山梨県 1:22:43.85
219 1822 土屋 大地 ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲﾁ 群馬自転車部 群馬県 1:22:59.94
220 1886 福島 泰史 ﾌｸｼﾏ ﾔｽｼ 埼玉県 1:23:00.08
221 2505 大野 信哉 ｵｵﾉ ｼﾝﾔ 埼玉県 1:23:02.17
222 2487 石塚 道 ｲｼﾂﾞｶ ｵｻﾑ 東京都 1:23:13.42
223 1322 伊丹 浩 ｲﾀﾐ ﾋﾛｼ 群馬県 1:23:24.98
224 1269 金子 大作 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｻｸ 東京都 1:23:28.23
225 1273 松見 明彦 ﾏﾂﾐ ｱｷﾋｺ 千葉県 1:23:38.99
226 1911 中村 宏昭 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 群馬県 1:23:43.59
227 1801 干川 孔明 ﾎｼｶﾜ ｺｳﾒｲ 群馬県 1:23:50.17
228 1270 三浦 高明 ﾐｳﾗ ﾀｶｱｷ ＵｎｄｅｒＤ 東京都 1:23:55.29
229 1218 新井 健太 ｱﾗｲ ｹﾝﾀ 群馬県 1:24:00.43
230 719 井口 高志 ｲｸﾞﾁ ﾀｶｼ 東京都 1:24:01.47
231 1237 吉田 亨 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ 群馬県 1:24:01.65
232 3024 丹野 虎士己 ﾀﾝﾉ ｺｵｷ 埼玉県 1:24:05.17
233 1246 清水 優 ｼﾐｽﾞ ﾕｳ Ｒｅｉｎａ 群馬県 1:24:07.20
234 1913 築城 光恵 ﾂｲｷ ﾐﾂｴ 埼玉県 1:24:07.30
235 1906 松田 憲史 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ 群馬県 1:24:08.16
236 648 大島 大助 ｵｵｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ ＭＣＣ 長野県 1:24:13.59
237 1276 岩崎 健佑 ｲﾜｻｷ ｹﾝｽｹ あるふぁー 群馬県 1:24:15.02
238 1880 椎名 康博 ｼｲﾅ ﾔｽﾋﾛ ＧｅｅＢｅｅ 群馬県 1:24:34.78
239 1207 横山 弘樹 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｷ ニッポが好き 群馬県 1:24:36.65
240 1317 平田 国治 ﾋﾗﾀ ｸﾆﾊﾙ とね輪クラブ 群馬県 1:24:47.30
241 1837 館石 育美 ﾀﾃｲｼ ｲｸﾐ 埼玉県 1:24:55.50
242 1255 墨 さち枝 ｽﾐ ｻﾁｴ 東京都 1:24:56.95
243 702 山田 昇 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 埼玉県 1:25:02.63
244 1214 糟谷 武彦 ｶｽﾔ ﾀｹﾋｺ マキオズＢＫ 東京都 1:25:15.83
245 1257 五十嵐 智也 ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓﾔ 新潟県 1:25:29.12
246 2459 天倉 啓汰 ｱﾏｸﾗ ｹｲﾀ 群大 群馬県 1:25:30.97
247 1223 古谷 泰宏 ﾌﾙﾔ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 1:25:36.76
248 1876 吉田 伸一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 愛知県 1:25:40.13
249 1219 野口 大介 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:25:42.17
250 2439 佐藤 浩二 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 群馬県 1:25:45.58
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251 1298 和久井 敏男 ﾜｸｲ ﾄｼｵ 東京都 1:25:49.87
252 717 林 康次 ﾊﾔｼ ﾔｽｼﾞ ＴＣＣ 埼玉県 1:26:00.47
253 1216 岩丸 尚人 ｲﾜﾏﾙ ﾅｵﾄ 群馬県 1:26:13.90
254 625 石川 修一 ｲｼｶﾜ ｼｭｳｲﾁ 栃木県 1:26:25.77
255 1289 鈴木 勇太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:26:26.11
256 1810 木村 義雄 ｷﾑﾗ ﾖｼｵ 上毛レーシン 群馬県 1:26:34.59
257 1832 石田 幸人 ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾄ 群馬県 1:26:41.20
258 1206 田上 淳 ﾀｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 千葉県 1:26:45.62
259 1885 宮澤 利貴 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｼﾀｶ 埼玉県 1:26:49.79
260 1280 四戸 恒一 ｼﾉﾍ ｺｳｲﾁ ガーランド 埼玉県 1:26:54.70
261 1236 福田 学 ﾌｸﾀﾞ ｶﾞｸ 東京都 1:26:56.60
262 3009 金井 久光 ｶﾅｲ ﾋｻﾐﾂ 群馬県 1:27:01.72
263 1867 村沢 みの実 ﾑﾗｻﾜ ﾐﾉﾐ 神奈川県 1:27:10.51
264 3029 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 1:27:14.72
265 1290 大石 亮 ｵｵｲｼ ﾘｮｳ 埼玉県 1:27:27.46
266 1853 大平 栄二 ｵｵﾋﾗ ｴｲｼﾞ 長野県 1:27:29.21
267 1299 渡辺 寛之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 1:27:30.50
268 1271 藤井 忠 ﾌｼﾞｲ ﾀﾀﾞｼ 東京都 1:27:31.18
269 1863 井上 潔 ｲﾉｳｴ ｷﾖｼ 東京都 1:27:39.30
270 2520 三原 尚登 ﾐﾊﾗ ﾅｵﾄ 東京都 1:27:39.74
271 1244 小林 史明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｱｷ 桐生走ろう会 栃木県 1:27:41.16
272 2402 大村 賢司 ｵｵﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:27:53.59
273 2503 石森 武志 ｲｼﾓﾘ ﾀｹｼ 石川県 1:27:57.57
274 1854 星野 太郎 ﾎｼﾛ ﾀﾛｳ ｔｏｏｐｕｌｌ 群馬県 1:28:01.98
275 1303 重田 悠李 ｼｹﾞﾀ ﾕｳﾘ 群馬県 1:28:15.92
276 1903 山本 瞳美 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄﾐ 神奈川県 1:28:18.13
277 2408 金井 順 ｶﾅｲ ｼﾞｭﾝ 群馬県 1:28:29.44
278 691 工藤 精高 ｸﾄﾞｳ ｷﾖﾀｶ 群馬県 1:28:29.73
279 1284 朝井 雅剛 ｱｻｲ ﾏｻﾖｼ フォアグラ 東京都 1:28:31.22
280 1281 岩崎 洋平 ｲﾜｻｷ ﾖｳﾍｲ ふぉあぐら 神奈川県 1:28:32.93
281 1283 蓑田 有紀 ﾐﾉﾀﾞ ﾕｳｷ フォアグラ 東京都 1:28:34.57
282 1836 鈴木 惣太郎 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:28:40.42
283 2502 坂上 啓 ｻｶﾉｳｴ ｹｲ 東海旅客鉄道 東京都 1:28:40.86
284 1816 坂井 勝利 ｻｶｲ ﾏｻﾄｼ 群馬自転車部 群馬県 1:28:49.25
285 1862 尾澤 恵美 ｵｻﾞﾜ ｴﾐ 長野県 1:28:50.84
286 2509 茂木 祐二 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｼﾞ 大泉町役場 群馬県 1:29:01.17
287 3011 中島 貴裕 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 1:29:02.09
288 1243 山下 剛 ﾔﾏｼﾀ ｺﾞｳ 千葉県 1:29:03.78
289 2418 白井 大蔵 ｼﾗｲ ﾀﾞｲｿﾞｳ 東京都 1:29:05.26
290 1860 大録 一賀 ｵｵﾛｸ ｶｽﾞﾖｼ 千葉県 1:29:09.31
291 3025 北内 直人 ｷﾀｳﾁ ﾅｵﾄ 東京都 1:29:19.14
292 724 山峰 政治 ﾔﾏﾐﾈ ﾏｻｼﾞ ＡＲＯＡＲＯ 石川県 1:29:23.80
293 1847 小山田 圭佑 ｵﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ アメショ 神奈川県 1:29:33.77
294 606 苅部 直人 ｶﾘﾍﾞ ﾅｵﾄ 群馬県 1:29:42.11
295 1907 当津 雅之 ﾄｳﾂ ﾏｻﾕｷ 東京都 1:29:46.22
296 2496 坂井 洋介 ｻｶｲ ﾖｳｽｹ 群馬県 1:30:04.63
297 1840 由良 僚祐 ﾕﾗ ﾘｮｳｽｹ 東京都 1:30:12.36
298 1874 堤 幹夫 ﾂﾂﾐ ﾐｷｵ 東京都 1:30:14.81
299 2434 門杉 隆司 ｶﾄｽｷﾞ ﾀｶｼ 東京都 1:30:30.82
300 2449 小口 宏 ｵｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 愛知県 1:30:41.41
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301 2428 宮坂 寛 ﾐﾔｻｶ ﾋﾛｼ 長野県 1:30:43.07
302 1838 代田 浩樹 ｼﾛﾀ ﾋﾛｷ 東小ＰＴＡ 群馬県 1:30:52.11
303 1894 厚澤 尚子 ｱﾂｻﾞﾜ ﾅｵｺ 埼玉県 1:31:03.80
304 111 武内 良夫 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｵ 愛知県 1:31:05.11
305 1926 加藤 隆一 ｶﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 群馬県 1:31:05.93
306 1817 澁澤 晃子 ｼﾌﾞｻﾜ ｱｷｺ 群馬自転車部 群馬県 1:31:13.19
307 2438 静野 真二 ｼｽﾞﾉ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 1:31:21.13
308 2519 富山 利明 ﾄﾐﾔﾏ ﾄｼｱｷ 東京都 1:31:27.97
309 1914 林 奈那子 ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ 埼玉県 1:31:33.79
310 1908 石川 弘二 ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 東京都 1:31:47.24
311 1893 牛 孟洋 ﾆｭｳ ﾓｳﾖｳ アビーム 東京都 1:31:51.15
312 1241 村上 恵介 ﾑﾗｶﾐ ｹｲｽｹ 山梨県 1:32:01.37
313 2491 石井 信頼 ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾖﾘ 東京都 1:32:12.26
314 2462 石神 邦章 ｲｼｶﾞﾐ ｸﾆｱｷ 千葉県 1:32:20.38
315 1805 大澤 正 ｵｵｻﾜ ﾏｻｼ ＭＩＶＲＯ 東京都 1:32:23.23
316 2478 古市 航輔 ﾌﾙｲﾁ ｺｳｽｹ 長野県 1:32:23.91
317 1870 岸本 勝利 ｷｼﾓﾄ ｶﾂﾄｼ 長野県 1:32:38.92
318 2457 村田 一久 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 1:32:49.02
319 1323 栗原 亮一 ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳｲﾁ ヤノマンズ 茨城県 1:32:51.08
320 2412 宮本 香苗 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅｴ 東京都 1:32:57.41
321 1868 木暮 修司 ｺｸﾞﾚ ｼｭｳｼﾞ 群馬県 1:33:08.85
322 1213 須田 克身 ｽﾀﾞ ｶﾂﾐ 群馬県 1:33:16.28
323 1247 塚田 秀一 ﾂｶﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ シホリン 東京都 1:33:21.86
324 3019 福原 いずみ ﾌｸﾊﾗ ｲｽﾞﾐ 群馬県 1:33:32.39
325 1260 佐藤 直子 ｻﾄｳ ﾅｵｺ 東京都 1:33:34.38
326 1295 佐藤 盛夫 ｻﾄｳ ﾓﾘｵ 佐藤商事 群馬県 1:33:46.60
327 1842 樋口 美貴子 ﾋｸﾞﾁ ﾐｷｺ ぴぎゃー 神奈川県 1:34:03.46
328 681 渋澤 薫 ｼﾌﾞｻﾜ ｶｵﾙ 西武鉄道 東京都 1:34:13.09
329 1823 田嶋 公平 ﾀｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 群馬県 1:35:16.14
330 2524 篠原 和貴 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾀｶ 埼玉県 1:35:20.82
331 673 鈴木 一 ｽｽﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 千葉県 1:35:33.15
332 1265 佐藤 優 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 群馬県 1:35:37.22
333 1326 小池 達也 ｺｲｹ ﾀﾂﾔ 埼玉県 1:35:37.61
334 1263 木村 賢之 ｷﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 1:36:10.53
335 1249 平尾 周三 ﾋﾗｵ ｼｭｳｿﾞｳ 千葉県 1:36:11.87
336 1327 鳥井 浩子 ﾄﾘｲ ﾋﾛｺ 埼玉県 1:36:17.38
337 1834 馬込 敦 ﾏｺﾞﾒ ｱﾂｼ 千葉県 1:36:25.57
338 1251 山田 誠二 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ 埼玉県 1:36:28.23
339 2458 戸塚 美秀 ﾄﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾃﾞ 群馬県 1:36:29.32
340 1274 箕輪 陽子 ﾐﾉﾜ ﾖｳｺ 神奈川県 1:36:48.05
341 1892 前原 俊明 ﾏｴﾊﾞﾗ ﾄｼｱｷ 神奈川県 1:37:16.72
342 1848 片岡 芳行 ｶﾀｵｶ ﾖｼﾕｷ 群馬県 1:37:35.50
343 2480 青木 貞之 ｱｵｷ ｻﾀﾞﾕｷ 群馬県 1:37:36.00
344 1310 北原 綾介 ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 栃木県 1:37:41.29
345 1320 今関 隆 ｲﾏｾﾞｷ ﾀｶｼ 千葉県 1:37:42.33
346 1843 大塚 久 ｵｵﾂｶ ﾋｻｼ 群馬県 1:37:43.14
347 697 黒田 俊平 ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 東京都 1:37:49.52
348 2441 鈴木 竜一 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 1:38:05.38
349 686 岩崎 正 ｲﾜｻｷ ﾀﾀﾞｼ 群馬県 1:38:06.80
350 1869 本多 祐太 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ ｉｌｉｏ’ｓ 茨城県 1:38:08.72

嬬恋キャベツヒルクライム



2016/09/20 15:03:22 8 / 10 ページ Official Timer & Result By RECS

351 711 若林 弦也 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾔ ＦＲＣ 東京都 1:38:11.79
352 2435 本田 隆行 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 1:38:13.92
353 2473 鈴木 雅也 ｽｽﾞｷﾏｻﾔ 東京都 1:38:20.27
354 1224 加藤 正之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 1:38:24.98
355 1909 岸見 博 ｷｼﾐ ﾋﾛｼ 東京都 1:38:27.03
356 2409 小林 和子 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｺ 群馬県 1:38:28.02
357 1824 岡田 洋祐 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 愛知県 1:38:31.07
358 1830 西山 駿介 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 埼玉県 1:38:45.37
359 1852 菊池 隆志 ｷｸﾁ ﾀｶｼ 榛名荘病院 群馬県 1:38:50.39
360 2405 茂木 修 ﾓｷﾞ ｵｻﾑ 群馬県 1:39:12.96
361 3005 佐々木 壮一 ｻｻｷ ｿｳｲﾁ アメショ 神奈川県 1:39:49.24
362 2461 篠崎 和市 ｼﾉｻﾞｷ ﾜｲﾁ ルシュルク 群馬県 1:39:51.01
363 1884 阿部 聖治 ｱﾍﾞ ｾｲｼﾞ 埼玉県 1:39:52.56
364 1239 安藤 正勝 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｶﾂ 埼玉県 1:40:04.84
365 1268 新井 茂 ｱﾗｲ ｼｹﾞﾙ リード自転車 埼玉県 1:40:11.49
366 2523 水沼 健一 ﾐｽﾞﾇﾏ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 1:40:16.83
367 1924 高木 渉 ﾀｶｷﾞ ﾜﾀﾙ 前橋工科大学 群馬県 1:40:46.50
368 1835 兼子 隆之 ｶﾈｺ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 1:40:59.62
369 714 塚本 実 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾉﾙ おはサイ 埼玉県 1:41:40.79
370 2501 鈴木 恭平 ｽｽﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 神奈川県 1:41:44.83
371 1861 尾澤 健太郎 ｵｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県 1:42:13.41
372 1818 飯田 桃子 ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｺ 東京都 1:42:19.87
373 2468 山方 惇史 ﾔﾏｶﾞﾀ ｱﾂｼ 埼玉県 1:42:32.03
374 1850 市川 泰史 ｲﾁｶﾜ ﾔｽﾌﾐ 東京都 1:42:36.97
375 1222 金子 礼之 ｶﾈｺ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:42:40.26
376 2410 関本 慎 ｾｷﾓﾄ ｼﾝ ４ｓ 東京都 1:42:41.92
377 2417 工藤 貴士 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｼ 埼玉県 1:42:46.84
378 2436 馬場 一彦 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾋｺ 埼玉県 1:42:52.41
379 1827 木村 和起 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 茨城県 1:42:56.29
380 3023 高尾 明巨 ﾀｶｵ ｱｷﾉﾘ 東京都 1:43:04.84
381 3008 長谷川 杏介 ﾊｾｶﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 茨城県 1:43:07.26
382 3035 蛯澤 和惠 ｴﾋﾞｻﾜ ｶｽﾞｴ シクロクラブ 東京都 1:43:17.71
383 1915 原 聡 ﾊﾗ ｻﾄｼ 愛知県 1:43:19.18
384 2481 田中 圭 ﾀﾅｶ ｹｲ 埼玉県 1:43:49.29
385 2472 佐藤 敬吾 ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ 東京都 1:44:07.01
386 1923 北爪 大樹 ｷﾀﾂﾞﾒ ﾀﾞｲｷ 前橋工科大学 群馬県 1:44:20.30
387 1296 伊藤 健治 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 1:44:23.94
388 1275 井上 健三 ｲﾉｳｴ ｹﾝｿﾞｳ Ｐｒｉｎｃｅ 埼玉県 1:45:00.01
389 1890 二神 義弘 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 1:45:02.99
390 2433 神原 千秋 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾁｱｷ 埼玉県 1:45:07.04
391 2406 桑原 基次 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾓﾄｼﾞ 岐阜県 1:45:30.19
392 696 堀之内 孝一 ﾎﾘﾉｳﾁ ｺｳｲﾁ 神奈川県 1:45:48.90
393 1813 清水 肇 ｼﾐｽﾞ ﾊｼﾞﾒ 長野県 1:45:55.65
394 1833 渡辺 恵子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ オル・カカ 神奈川県 1:45:57.91
395 2413 松本 正博 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 1:45:58.55
396 2425 山田 健太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:46:44.05
397 1910 片山 陸 ｶﾀﾔﾏ ﾘｸ エムビーエス 東京都 1:46:59.21
398 2512 北本 司 ｷﾀﾓﾄ ﾂｶｻ アイマスＭＬ 東京都 1:47:09.82
399 2479 川羽田 勝美 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶﾂﾐ 埼玉県 1:47:12.77
400 201 天田 育美 ｱﾏﾀﾞ ｲｸﾐ 栃木県 1:47:24.43
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401 2453 飯山 裕己 ｲｲﾔﾏ ﾕｳｷ 栃木県 1:47:33.93
402 1841 小池 邦彦 ｺｲｹ ｸﾆﾋｺ 千葉県 1:47:51.48
403 1916 長谷部 晃央 ﾊｾﾍﾞ ｱｷｵ ＥＣＵ 東京都 1:48:16.39
404 1815 重田 佳子 ｼｹﾞﾀ ﾖｼｺ 上毛Ｒ 群馬県 1:48:34.99
405 2404 早瀬 剛 ﾊﾔｾ ｺﾞｳ 東京都 1:48:36.32
406 2446 岩井 智朗 ｲﾜｲ ﾁｱｷ Ｓｆｉｄａ 群馬県 1:48:36.65
407 1864 松下 和隆 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県 1:48:37.46
408 2423 山田 岳 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾞｸ 茨城県 1:48:49.46
409 1203 原 茂雄 ﾊﾗ ｼｹﾞｵ 東京都 1:49:01.55
410 2440 上田 武蔵 ｳｴﾀﾞ ﾑｻｼ 神奈川県 1:49:28.24
411 2420 佐藤 光平 ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 東京都 1:49:43.10
412 1286 後藤 俊彦 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾋｺ 埼玉県 1:49:58.29
413 1882 原 文伯 ﾊﾗ ﾌﾐﾉﾘ 千葉県 1:50:15.16
414 112 菅沼 浩二 ｽｶﾞﾇﾏ ｺｳｼﾞ 愛知県 1:50:16.61
415 3018 吉原 誠吾 ﾖｼﾊﾗ ｾｲｺﾞ 長野県 1:50:16.80
416 1825 上原 匠 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 群馬県 1:50:24.13
417 1902 岩崎 要 ｲﾜｻｷ ｶﾅﾒ 埼玉県 1:50:31.52
418 1806 高田 正美 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾐ 埼玉県 1:50:42.38
419 1318 小林 香織 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾘ とね輪クラブ 群馬県 1:50:46.37
420 2527 太田 稔仁 ｵｵﾀ ﾄｼﾋﾄ 埼玉県 1:50:59.42
421 2510 酒井 正樹 ｻｶｲ ﾏｻｷ 千葉県 1:51:06.82
422 1927 加藤 聡 ｶﾄｳ ｻﾄｼ 群馬県 1:51:29.23
423 2463 齋藤 久美子 ｻｲﾄｳ ｸﾐｺ 埼玉県 1:51:40.38
424 2445 佐藤 克 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 東京都 1:52:02.53
425 1828 菅井 忍 ｽｶﾞｲ ｼﾉﾌﾞ 東京都 1:52:27.38
426 1859 大原 雅之 ｵｵﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 東京都 1:52:35.28
427 2448 斉藤 しんじ ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ ｓｆｉｄａ 群馬県 1:52:35.64
428 1919 堀口 久 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾋｻｼ ＧＢ 群馬県 1:53:09.83
429 2447 大河原 和久 ｵｵｶﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ Ｓｆｉｄａ 群馬県 1:53:40.79
430 2466 吉川 重信 ﾖｼｶﾜ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 神奈川県 1:54:59.06
431 2452 黒田 秀行 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県 1:55:23.28
432 2411 中島 温 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ 東京都 1:55:32.37
433 2500 高山 美穂 ﾀｶﾔﾏ ﾐﾎ 埼玉県 1:56:12.55
434 1899 楯 裕樹 ﾀﾃ ﾋﾛｷ ランアウェイ 群馬県 1:56:43.13
435 2521 木村 功 ｷﾑﾗ ｲｻｵ 東京都 1:57:26.04
436 2415 木村 善夫 ｷﾑﾗ ﾖｼｵ 千葉県 1:57:42.04
437 1920 田渕 研太 ﾀﾌﾞﾁ ｹﾝﾀ スズパ 東京都 1:57:46.58
438 2485 樋口 新一 ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 樋口板金 群馬県 1:58:24.74
439 2525 石川 北斗 ｲｼｶﾜ ﾎｸﾄ 東京都 1:58:30.34
440 1865 瀧嶋 美由紀 ﾀｷｼﾏ ﾐﾕｷ 東京都 1:58:38.59
441 2492 石井 加代子 ｲｼｲ ｶﾖｺ 東京都 1:58:41.83
442 1254 鏡原 明日香 ｶｶﾞﾐﾊﾗ ｱｽｶ 神奈川県 1:58:46.20
443 2460 南雲 秀昭 ﾅｸﾞﾓ ﾋﾃﾞｱｷ 湯沢スポアク 新潟県 1:59:33.90
444 3028 野村 佳之 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 長野県 2:00:30.38
445 2403 佐藤 邦晴 ｻﾄｳ ｸﾆﾊﾙ 群馬県 2:01:12.82
446 2494 横手 恵三 ﾖｺﾃ ｹｲｿﾞｳ チーム海山泉 群馬県 2:01:15.81
447 2488 呉 詩星 ｺﾞ ｼｾｲ 東京医科歯科 埼玉県 2:01:41.96
448 2426 稲葉 康元 ｲﾅﾊﾞ ﾔｽﾓﾄ 埼玉県 2:02:00.54
449 3006 澤野 公彦 ｻﾜﾉ ｷﾐﾋｺ 群馬県 2:02:26.17
450 2422 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 埼玉県 2:02:53.71
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451 1925 田口 博一 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 群馬県 2:03:02.03
452 2416 市川 彩華 ｲﾁｶﾜ ｻﾔｶ 東京都 2:03:48.57
453 644 大森 惠司 ｵｵﾓﾘ ｹｲｼﾞ 茨城県 2:04:11.96
454 2504 荻原 広志 ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 群警 群馬県 2:05:46.30
455 689 藤森 宏 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛｼ ＭＣＣ 長野県 2:06:35.82
456 3010 横田 健介 ﾖｺﾀ ｹﾝｽｹ 東京都庁 埼玉県 2:07:37.63
457 2443 惟住 継実 ｺﾚｽﾐ ﾂｸﾞﾐ 埼玉県 2:08:00.20
458 2429 田口 ゆかり ﾀｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 埼玉県 2:08:02.08
459 2442 村上 和弘 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾋﾛ ヲンゲン 神奈川県 2:08:37.65
460 3030 宮城 妥明 ﾐﾔｷﾞ ﾔｽｱｷ 群馬県 2:09:32.52
461 1873 楠木 邦弘 ｸｽｷ ｸﾆﾋﾛ いばらき会 茨城県 2:09:33.32
462 3013 富澤 祐紀 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｳｷ ふすまの会 群馬県 2:10:31.32
463 1845 石井 義男 ｲｼｲ ﾖｼｦ 坂嫌い 茨城県 2:10:35.36
464 1881 小林 幸代 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾖ 埼玉県 2:10:35.46
465 1857 三原 昌幸 ﾐﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 東京都 2:11:25.01
466 3016 植松 優里亜 ｳｴﾏﾂ ﾕﾘｱ ＴＯＯＰＵＬ 群馬県 2:11:47.89
467 1912 椎名 聡 ｼｲﾅ ｻﾄｼ ＪＬＬ 群馬県 2:12:24.15
468 2495 町田 福子 ﾏﾁﾀﾞ ﾌｸｺ 神奈川県 2:13:29.88
469 2465 小島 隆一 ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳｲﾁ 群馬県 2:13:52.70
470 2407 上原 正夫 ｳｴﾊﾗ ﾏｻｵ 京都府 2:15:44.43
471 1266 齋藤 茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 群馬県 2:16:12.22
472 1891 小林 宗司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 群馬県 2:17:04.05
473 1821 金古 善明 ｶﾈｺ ﾖｼｱｷ 群馬県 2:17:56.91
474 1829 山本 治 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 茨城県 2:18:10.92
475 3007 大八木 潤 ｵｵﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝ 新潟県 2:20:10.56
476 2477 松永 雪 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｷ 東京都 2:20:21.13
477 674 大山 美咲 ｵｵﾔﾏ ﾐｻｷ 千葉県 2:21:06.29
478 2401 金井 文夫 ｶﾅｲ ﾌﾐｵ 群馬県 2:21:42.07
479 2484 飯原 一樹 ｲｲﾊﾗ ｶｽﾞｷ 東京都 2:22:30.04
480 2444 大谷 正太 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳﾀ 東京都 2:22:38.13
481 2511 井坂 大也 ｲｻｶ ﾀﾞｲﾔ 東京都 2:22:52.70
482 1846 大木 和夫 ｵｵｷ ｶｽﾞｵ 坂嫌い 茨城県 2:23:04.08
483 1901 篠原 さゆり ｼﾉﾊﾗ ｻﾕﾘ ランアウェイ 群馬県 2:23:26.29
484 1855 牧野 健一 ﾏｷﾉ ｹﾝｲﾁ ｔｏｏｐｕｌｌ 群馬県 2:24:10.63
485 1900 篠原 根自生 ｼﾉﾊﾗ ﾈｼﾞｵ ランアウェイ 群馬県 2:24:28.25
486 2514 留守 秀彦 ﾙｽ ﾋﾃﾞﾋｺ 埼玉県 2:30:28.82
487 1898 今井 顕弘 ｲﾏｲ ｱｷﾋﾛ ランアウェイ 群馬県 2:30:52.36
488 2517 渡邊 孝一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 栃木県 2:32:33.12
489 2518 川上 晋 ｶﾜｶﾐ ｽｽﾑ 東京都 2:32:33.38
490 1896 新部 和明 ﾆｲﾍﾞ ｶｽﾞｱｷ ランアウェイ 群馬県 2:35:21.18
491 2516 立花 敦朱 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾂｼ 栃木県 2:42:24.17
492 1291 野田 敏彦 ﾉﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 長野県 2:46:18.56
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