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1191 片岡　真之介 ｶﾀｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 00:59:13ＢＥＡＣＨ1 東京都

1061 佐藤　駿 ｻﾄｳ ﾊﾔｵ 01:02:382 神奈川県

1256 三俣　雄佑 ﾐﾂﾏﾀ ﾕｳｽｹ 01:03:223 長野県

1055 田中　数馬 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ 01:03:254 東京都

1004 市川　裕樹 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｷ 01:05:165 宮城県

1043 山之内　竣亮 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 01:05:266 宮城県

1031 阿久津　幹 ｱｸﾂ ｶﾝ 01:05:267 群馬県

1021 亀井　智史 ｶﾒｲ ﾄﾓﾌﾐ 01:05:428 千葉県

1127 槌田　拓海 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ 01:06:01きりしま9 神奈川県

1081 斉藤　貴行 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 01:06:3310 埼玉県

1059 田村　裕貴 ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 01:06:5211 神奈川県

1281 内河　慎吾 ｳﾁｶﾜ ｼﾝｺﾞ 01:07:11cc/team56812 長野県

1047 石井　佑一 ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ 01:07:1713 埼玉県

1139 田代　宏之 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 01:07:25重田サイクル14 群馬県

1161 高口　桂太郎 ｺｳｸﾞﾁ ｹｲﾀﾛｳ 01:07:32ＥＣＵ15 千葉県

1147 加野　達也 ｶﾉ ﾀﾂﾔ 01:07:55チームＧＭＣ16 群馬県

1272 大山　陽祐 ｵｵﾔﾏ ﾖｳｽｹ 01:08:05中央大学17 東京都

1238 鬼形　卓弥 ｵﾆｶﾀ ﾀｸﾔ 01:08:0918 群馬県

1200 高井　良春 ﾀｶｲ ﾖｼﾊﾙ 01:10:05ヤマト運輸株19 神奈川県

1157 井上　将男 ｲﾉｳｴ ﾏｻｵ 01:10:10ナウなヤング20 群馬県

1057 玉利　竜也 ﾀﾏﾘ ﾀﾂﾔ 01:11:0021 埼玉県

1120 小林　成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 01:11:1722 東京都

1009 高山　遥 ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙｶ 01:11:2223 群馬県

1236 森村　貴紘 ﾓﾘﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 01:11:36ＴＲＣパナマ24 群馬県

1124 白石　雅也 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾔ 01:11:37パワーキッズ25 群馬県

1089 富井　晋司 ﾄﾐｲ ｼﾝｼﾞ 01:13:0426 埼玉県

1150 大江　孝輔 ｵｵｴ ｺｳｽｹ 01:13:08ＳＰＨＥＲＥ27 新潟県

1226 渡辺　尚輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 01:13:32ＭＣＴＣ28 神奈川県

1037 安岡　直輝 ﾔｽｵｶ ﾅｵｷ 01:14:0529 東京都

1069 伊藤　克彦 ｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ 01:14:4430 千葉県

1220 工藤　蓮童 ｸﾄﾞｳ ﾚﾝﾄﾞｳ 01:15:0131 埼玉県

1144 清水　裕貴 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ 01:15:0132 群馬県

1107 此島　翼 ｺﾉｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 01:15:02ＴｅａｍＡＮＡ33 神奈川県

1189 吉本　竜太 ﾖｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 01:15:2334 東京都

1186 黒澤　維彦 ｸﾛｻﾜ ﾕｷﾋｺ 01:15:58Ｋ２Ｔ２35 茨城県

1266 松山　遼治郎 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞﾛｳ 01:16:05ＭＣＴＣ36 東京都

1152 松本　直純 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｽﾞﾐ 01:16:20東京応化工業37 神奈川県

1130 角谷　文章 ｶﾄﾞﾔ ﾌﾐｱｷ 01:16:3338 群馬県

1074 櫻井　謙太 ｻｸﾗｲ ｹﾝﾀ 01:16:52ニコ生自転車部39 神奈川県

1168 丸橋　慧 ﾏﾙﾊｼ ｱｷﾗ 01:17:1440 群馬県

1097 大元　英俊 ｵｵﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 01:17:20チームミラノ41 東京都

1066 細川　佳孝 ﾎｿｶﾜ ﾖｼﾀｶ 01:17:31ＴＯ３42 東京都

1230 森川　裕太 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 01:17:31チームフィンズ43 新潟県

1058 木村　風太 ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ 01:17:3244 東京都

1273 黒坂　太紀 ｸﾛｻｶ ﾀｲｷ 01:17:3545 群馬県

1051 佐藤　友紀 ｻﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 01:17:48チーム群電46 群馬県

1019 砂賀　立 ｽﾅｶﾞ ﾘﾂ 01:18:0247 東京都

1137 神谷　俊介 ｶﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ 01:18:05アルタスピカ48 埼玉県

1284 森山　人匠 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｸﾐ 01:18:0949 群馬県

1255 山中　智裕 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 01:18:42県立前橋高校50 群馬県
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1056 長山　和晃 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 01:18:4651 神奈川県

1121 千葉　憲 ﾁﾊﾞ ｻﾄｼ 01:19:2652 神奈川県

1174 石関　麻世 ｲｼｾﾞｷ ﾏﾖ 01:19:4253 群馬県

1231 為国　孝洋 ﾀﾒｸﾆ ﾀｶﾋﾛ 01:19:4654 栃木県

1003 黒岩　寛史 ｸﾛｲﾜ ﾋﾛﾌﾐ 01:19:5055 群馬県

1110 田沼　裕貴 ﾀﾇﾏ ﾋﾛｷ 01:20:1356 埼玉県

1072 武藤　一成 ﾑﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 01:20:1557 神奈川県

1221 狩野　隼輔 ｶﾉｳ ｼｭﾝｽｹ 01:20:21中大理工58 東京都

1199 今本　真彦 ｲﾏﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 01:20:38日本工業大学59 埼玉県

1111 金巻　翔平 ｶﾈﾏｷ ｼｮｳﾍｲ 01:20:44高崎経済大学60 群馬県

1128 藤巻　和也 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾔ 01:20:5061 群馬県

1260 山本　勇気 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 01:21:16中央大学62 千葉県

1091 鈴木　耕児 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 01:21:18高崎商工会議所63 群馬県

1076 眞塩　広之 ﾏｼｵ ﾋﾛﾕｷ 01:21:2064 群馬県

1062 柿沼　良和 ｶｷﾇﾏ ﾖｼｶｽﾞ 01:21:3565 埼玉県

1010 狩野　愛気 ｶﾉ ｱｲｷ 01:21:4566 群馬県

1049 岸　淳史 ｷｼ ｱﾂｼ 01:22:0867 群馬県

1085 鈴木　邦幸 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾕｷ 01:22:2368 神奈川県

1082 澤田　光 ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 01:22:36ミツバサイクリ69 群馬県

1125 山田　敏史 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 01:22:46ユニテックＲＣ70 東京都

1143 林　孝彦 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋｺ 01:22:47双葉会71 千葉県

1054 生水　康仁 ｼｮｳｽﾞ ｺｳｼﾞ 01:23:28チームどピンク72 群馬県

1116 木村　夏樹 ｷﾑﾗ ﾅﾂｷ 01:23:31ブラケッツ73 栃木県

1246 宮内　空野 ﾐﾔｳﾁ ｿﾗﾉ 01:23:4574 栃木県

1207 三高　寛貴 ﾐﾀｶ ﾋﾛｷ 01:23:49明治大学75 神奈川県

1159 鈴木　耕太朗 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 01:23:53富士重工業76 群馬県

1237 加藤　良行 ｶﾄｳ ﾖｼﾕｷ 01:23:5377 群馬県

1007 長瀬　敦史 ﾅｶﾞｾ ｱﾂｼ 01:23:5478 東京都

1017 峯崎　哲 ﾐﾈｻﾞｷ ｻﾄｼ 01:24:0079 大阪府

1185 丹羽　良之 ﾆﾜ ﾖｼﾕｷ 01:24:0980 茨城県

1188 難波　剛志 ﾅﾝﾊﾞ ﾂﾖｼ 01:24:13チームフィンズ81 新潟県

1083 宍戸　秀章 ｼｼﾄﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 01:24:2482 埼玉県

1126 坂本　尚生 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾅﾘ 01:24:45ＳＩＲＴ83 東京都

1184 衣川　耕平 ｷﾇｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 01:25:01ハイテク84 埼玉県

1024 小黒　浩樹 ｵｸﾞﾛ ﾋﾛｷ 01:25:0385 東京都

1138 原　健太 ﾊﾗ ｹﾝﾀ 01:25:06館林商工86 群馬県

1243 松本　直之 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 01:25:1487 東京都

3912 堀川　寛太 ﾎﾘｶﾜ ｶﾝﾀ 01:25:5888 群馬県

1113 建部　哲也 ﾀﾃﾍﾞ ﾃﾂﾔ 01:25:5989 東京都

1108 持丸　涼 ﾓﾁﾏﾙ ﾘｮｳ 01:26:1590 群馬県

1180 山瀧　純一 ﾔﾏﾀｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:26:32山瀧軍団91 千葉県

1063 伊賀　雅信 ｲｶﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 01:26:51小手指キャッツ92 埼玉県

1247 小杉　優也 ｺｽｷﾞ ﾕｳﾔ 01:26:5293 群馬県

1160 飯野　和也 ｲｲﾉ ｶｽﾞﾔ 01:27:0294 群馬県

1086 市川　雅亮 ｲﾁｶﾜ ﾏｻｱｷ 01:27:10鷺宮製作所95 埼玉県

1227 八木原　剛 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 01:27:24サンデン96 群馬県

1234 影山　典史 ｶｹﾞﾔﾏ ﾉﾘﾌﾐ 01:27:2697 群馬県

1279 大越　雅人 ｵｵｺｼ ﾏｻﾄ 01:27:33ＳＡＮＫＡＫＵ98 群馬県

1154 干川　岳洋 ﾎｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 01:27:3399 群馬県

1038 八木　修平 ﾔｷﾞ ｼｭｳﾍｲ 01:27:34100 群馬県
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1275 飯島　樂 ｲｲｼﾞﾏ ﾗｸ 01:27:35ＲＢＪ101 埼玉県

1250 芳賀　健太 ﾊｶﾞ ｹﾝﾀ 01:27:36102 静岡県

1135 矢野間　祐樹 ﾔﾉﾏ ﾕｳｷ 01:27:40Ｔｅａｍ　Ｃ103 群馬県

1270 遠藤　大 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲ 01:27:58群馬大学104 群馬県

1194 五十嵐　啓太 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲﾀ 01:28:13パース大学105 群馬県

1245 小松　剛 ｺﾏﾂ ﾀｹｼ 01:28:39106 群馬県

1252 佐藤　史明 ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ 01:28:57107 埼玉県

1219 山名　真悟 ﾔﾏﾅ ｼﾝｺﾞ 01:29:19山瀧軍団108 千葉県

1264 境田　篤人 ｻｶｲﾀﾞ ｱﾂﾄ 01:29:22109 新潟県

1249 田中　大己 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 01:29:25110 神奈川県

1155 赤川　智耶 ｱｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 01:29:40111 埼玉県

1088 織戸　一樹 ｵﾘﾄ ｶｽﾞｷ 01:29:42112 茨城県

1014 中沢　大 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲ 01:29:53113 群馬県

1286 須田　恭介 ｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 01:29:58114 群馬県

1193 早坂　修 ﾊﾔｻｶ ｵｻﾑ 01:29:59115 群馬県

1149 木内　脩治 ｷｳﾁ ｼｭｳｼﾞ 01:30:27116 埼玉県

1213 磯村　翼 ｲｿﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 01:30:42ミツバ117 群馬県

1203 沼内　秀基 ﾇﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 01:31:06ジャンダルム118 群馬県

1192 横山　皓則 ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾉﾘ 01:31:16ＭＱ119 群馬県

1173 神子澤　信彦 ﾐｺｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ 01:31:49前橋市役所120 群馬県

1240 松井　陽太 ﾏﾂｲ ﾖｳﾀ 01:31:53121 群馬県

1084 稲田　宏 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾛｼ 01:31:59122 埼玉県

1262 具志堅　俊昭 ｸﾞｼｹﾝ ﾄｼｱｷ 01:32:03ＭＣＴＣ123 東京都

1020 片山　滉介 ｶﾀﾔﾏ ｺｳｽｹ 01:32:10124 東京都

1050 蓮池　芳紀 ﾊｽｲｹ ﾖｼﾉﾘ 01:32:38125 埼玉県

1259 梶浦　健 ｶｼﾞｳﾗ ﾀｹﾙ 01:32:39国立ビーエス126 東京都

1146 戸丸　大地 ﾄﾏﾙ ﾀﾞｲﾁ 01:32:41127 群馬県

1117 野田　国宏 ﾉﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ 01:33:22東京応化工業128 神奈川県

1046 三井　雄貴 ﾐﾂｲ ﾕｳｷ 01:33:28関本電機129 東京都

1068 元田　健二 ﾓﾄﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 01:33:34130 千葉県

1140 大久保　和俊 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾄｼ 01:33:39131 群馬県

1067 前村　秀明 ﾏｴﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 01:33:52132 千葉県

1103 西畠　錦司 ﾆｼﾊﾀ ｷﾝｼﾞ 01:33:55ＴＳ　筋トレ部133 埼玉県

1064 大塚　貴 ｵｵﾂｶ ﾀｶｼ 01:34:19134 埼玉県

1075 小沢　洋一 ｵｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 01:34:50ＮＳＫニードル135 群馬県

1080 江原　秀和 ｴﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 01:34:50136 埼玉県

1218 小池　裕平 ｺｲｹ ﾕｳﾍｲ 01:35:10137 群馬県

1136 清水　優太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 01:35:35138 群馬県

1206 大谷　拓磨 ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾏ 01:35:38ＭＱ139 群馬県

1005 渋川　昭彦 ｼﾌﾞｶﾜ ｱｷﾋｺ 01:36:41140 群馬県

1197 永井　伸幸 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:36:48群電141 群馬県

3905 谷口　昂 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ 01:36:55142 群馬県

3901 茂木　大地 ﾓｷﾞ ﾀﾞｲﾁ 01:37:17143 群馬県

1196 林　和人 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾄ 01:38:12ＭＣＴＣ144 東京都

1096 山口　晋 ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾑ 01:38:22145 群馬県

1176 大内　祐輔 ｵｵｳﾁ ﾕｳｽｹ 01:38:40146 東京都

1258 高橋　竜也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 01:39:35147 群馬県

1123 岡田　篤史 ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ 01:39:51日本工業大学148 群馬県

1282 気谷　淳一 ｷﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:41:04149 千葉県

1212 田中　良太郎 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 01:41:20群馬大学150 群馬県
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1242 小野　好喜 ｵﾉ ﾖｼｷ 01:41:37151 群馬県

1023 鵜口　満 ｳｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 01:41:37152 群馬県

1106 澤野　秀幸 ｻﾜﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 01:41:51153 群馬県

1042 猪爪　伸明 ｲﾉﾂﾒ ﾉﾌﾞｱｷ 01:42:31154 愛知県

1122 大澤　祐介 ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ 01:42:32155 東京都

1257 武井　大幸 ﾀｹｲ ﾋﾛﾕｷ 01:42:36156 群馬県

1112 杵鞭　孝広 ｷﾈﾑﾁ ﾀｶﾋﾛ 01:42:42157 群馬県

1015 樺澤　亮 ｶﾊﾞｻﾜ ﾘｮｳ 01:42:50158 群馬県

1073 折茂　貴史 ｵﾘﾓ ﾀｶﾌﾐ 01:43:07上州快舞連159 群馬県

1025 多本　史彦 ﾀﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ 01:43:13160 愛知県

1172 大岩　充 ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ 01:43:15リベルタス161 栃木県

1027 山岡　隼人 ﾔﾏｵｶ ﾊﾔﾄ 01:43:15162 群馬県

1274 和田　洋平 ﾜﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 01:43:16163 群馬県

1165 小池　晴隆 ｺｲｹ ﾊﾙﾀｶ 01:43:17とね輪クラブ164 群馬県

1224 宮沢　淳 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 01:43:25165 埼玉県

1182 齋藤　隆瑛 ｻｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 01:43:37166 千葉県

1171 深坂　紘行 ﾌｶｻｶ ﾋﾛﾕｷ 01:44:12167 神奈川県

1216 新村　和史 ﾆｲﾑﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 01:44:17明治大学168 東京都

1118 村井　明 ﾑﾗｲ ｱｷﾗ 01:44:44すぱーきー169 群馬県

1280 木下　貴文 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾌﾐ 01:45:33170 埼玉県

1052 脇坂　和親 ﾜｷｻｶ ｶｽﾞﾁｶ 01:45:34アデコ株式会社171 千葉県

1177 松木　雅晃 ﾏﾂｷ ﾏｻｱｷ 01:45:38太田市役所172 群馬県

1277 倉本　一昭 ｸﾗﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 01:45:43173 東京都

1248 菊池　純 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝ 01:45:52174 千葉県

1105 中井　大介 ﾅｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 01:46:24ノブサップ175 神奈川県

1104 川端　達也 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ 01:46:37ノブサップ176 群馬県

1261 金井　雅浩 ｶﾅｲ ﾏｻﾋﾛ 01:47:37177 群馬県

1099 片貝　勝行 ｶﾀｶｲ ｶﾂﾕｷ 01:47:38ネッツトヨタ高178 群馬県

1163 佐藤　高史 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 01:47:44とね輪クラブ179 群馬県

1018 小板橋　拓人 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ 01:47:47180 宮城県

1036 小暮　一樹 ｺｸﾞﾚ ｶｽﾞｷ 01:47:58181 群馬県

1210 山口　将司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ 01:48:03182 群馬県

1145 入澤　健太 ｲﾘｻﾜ ｹﾝﾀ 01:49:07チーム群電183 群馬県

1251 室本　拓郎 ﾑﾛﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 01:49:34ＭＱ184 群馬県

1012 久保山　尚士 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾅｵﾄ 01:49:38185 埼玉県

1087 阿久沢　宏 ｱｸｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 01:50:21前橋186 群馬県

1035 天沼　卓也 ｱﾏﾇﾏ ﾀｸﾔ 01:50:28187 神奈川県

1026 富澤　大悟 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 01:50:39188 群馬県

1268 梯　壮太 ｶｹﾊｼ ｿｳﾀ 01:51:20本庄第一高校189 群馬県

1114 常見　洋平 ﾂﾈﾐ ﾖｳﾍｲ 01:52:43190 群馬県

1100 大野　駿平 ｵｵﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 01:53:36鶴見大学191 埼玉県

1198 阿部　瑞希 ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 01:55:46192 群馬県

1151 村上　大知 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲﾁ 01:56:05193 群馬県

1098 黒澤　隼 ｸﾛｻﾜ ｼﾞｭﾝ 01:56:06キクミミ194 群馬県

1239 西野　暢宏 ﾆｼﾉ ﾏｻﾋﾛ 01:56:22ＮＭＹＢ195 群馬県

1093 岡田　久雄 ｵｶﾀﾞ ﾋｻｵ 01:56:52196 群馬県

1222 村田　耕平 ﾑﾗﾀ ｺｳﾍｲ 01:58:03日本大学」197 群馬県

1217 若月　真輝 ﾜｶﾂｷ ﾏｻｷ 01:58:36双葉会サイクル198 千葉県

1204 薄井　克彦 ｳｽｲ ｶﾂﾋｺ 01:59:35199 栃木県

1164 入澤　司 ｲﾘｻﾜ ﾂｶｻ 02:00:11サティオ群馬200 群馬県
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1201 佐藤　弘達 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾂ 02:00:55ｔｅａｍＡＲＣ201 群馬県

1131 五十嵐　創 ｲｶﾞﾗｼ ﾊｼﾞﾒ 02:01:09県立前橋高高校202 群馬県

1211 友松　拓也 ﾄﾓﾏﾂ ﾀｸﾔ 02:01:14203 東京都

1158 五十嵐　勇治 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｼﾞ 02:01:33前橋高校204 群馬県

1039 根本　泰行 ﾈﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 02:02:01205 埼玉県

1041 倉上　正樹 ｸﾗｶﾐ ﾏｻｷ 02:02:12206 群馬県

1283 梅澤　皓平 ｳﾒｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 02:03:27207 群馬県

1187 渋佐　孝 ｼﾌﾞｻ ﾀｶｼ 02:04:39208 千葉県

1141 斎藤　光雄 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｵ 02:04:45双葉会209 千葉県

1053 若林　弘樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 02:04:47210 東京都

1263 葛西　拓也 ｶｻｲ ﾀｸﾔ 02:05:56211 群馬県

1016 吉沢　圭介 ﾖｼｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 02:05:56212 埼玉県

1209 清水　ひろとし ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄｼ 02:08:21ぐったりドンキ213 群馬県

1166 剣持　貴博 ｹﾝﾓﾁ ﾀｶﾋﾛ 02:12:44214 群馬県

1045 中根　章仁 ﾅｶﾈ ｱｷﾋﾄ 02:13:06215 埼玉県

1223 飯塚　悠介 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ 02:13:13216 群馬県

1048 近藤　崇博 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 02:13:46217 栃木県

1029 山口　剛史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ 02:14:38218 群馬県

1044 大河原　一晶 ｵｵｶﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ 02:15:19219 群馬県

1254 本野　貴之 ﾓﾄﾉ ﾀｶﾕｷ 02:16:33220 埼玉県

1101 小山　秀穂 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾎ 02:19:12221 群馬県

1162 星名　広太 ﾎｼﾅ ｺｳﾀ 02:19:57222 埼玉県

1040 石垣　宏樹 ｲｼｶﾞｷ ﾋﾛｷ 02:20:04223 宮城県

1267 森　龍人 ﾓﾘ ﾘｭｳﾄ 02:20:29不二山224 群馬県

1269 早田　周平 ｿｳﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 02:23:00225 群馬県

1011 宇野　裕樹 ｳﾉ ﾕｳｷ 02:23:22226 群馬県

1065 力石　真 ﾁｶﾗｲｼ ﾏｺﾄ 02:23:34ミツバサイクリ227 群馬県

1167 松崎　新 ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾗﾀ 02:25:17228 群馬県

1002 澤田　飛翔 ｻﾜﾀﾞ ｱｽｶ 02:29:54229 群馬県

1129 青木　知彦 ｱｵｷ ﾄﾓﾋｺ 02:31:35230 群馬県

1233 近藤　裕一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 02:32:09小金井231 群馬県

1033 大塚　康平 ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 02:32:50232 群馬県

1208 松崎　敦司 ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾂｼ 02:33:35朝日火災233 群馬県

1276 松丸　喜典 ﾏﾂﾏﾙ ﾖｼﾉﾘ 02:36:03三郷工業技術高234 埼玉県

1115 高畑　翔 ﾀｶﾊﾀ ｼｮｳ 02:37:04（株）原田235 群馬県

1090 松本　証 ﾏﾂﾓﾄ ｱｶｼ 02:37:49236 千葉県

1228 半田　樹美洋 ﾊﾝﾀﾞ ｷﾐﾋﾛ 02:48:54237 群馬県

1095 高橋　秀仁 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 02:55:08238 群馬県

10003 川島　大輔 ｶﾜｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 02:57:11アンカンミンカン239 新潟県

1102 内田　佳延 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 02:59:06240 群馬県

1170 戸ヶ崎　竜太 ﾄｶﾞｻｷ ﾘｭｳﾀ 03:04:51241 群馬県

1079 八月一日　良源 ﾎﾂﾞﾐ ﾘｮｳｹﾞﾝ 03:06:25ノブサップ242 静岡県

1028 関　修平 ｾｷ ｼｭｳﾍｲ 03:24:25243 群馬県

1215 中村　和裕 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 03:30:07244 群馬県
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