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1548 二本松　豊 ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾕﾀｶ 01:01:411 群馬県

2053 圓山　浩晃 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 01:02:32niigata2082 新潟県

2054 虎谷　伸一 ﾄﾗﾔ ｼﾝｲﾁ 01:03:203 東京都

1411 小川　剛慶 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 01:03:29５３０4 栃木県

1561 三宅　大行 ﾐﾔｹ ﾀﾞｲｺｳ 01:04:26Ｂｅａｃｈ5 東京都

1607 小池　尚 ｺｲｹ ﾀｶｼ 01:04:54ねーむぷれーと6 群馬県

1825 柴田　佳典 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾉﾘ 01:05:09オヤジ朝練7 神奈川県

1366 古林　宏仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 01:05:298 静岡県

1417 橋本　淳 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 01:05:32中年部9 群馬県

1788 大森　裕一 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｲﾁ 01:06:05チーム片柳10 栃木県

1454 堀口　貴志 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｶｼ 01:06:4411 群馬県

1402 小玉　喜照 ｺﾀﾞﾏ ﾖｼﾃﾙ 01:06:5412 埼玉県

1983 新井　真一 ｱﾗｲ ｼﾝｲﾁ 01:07:22ＳＩＧＥＮＡＬ13 群馬県

1876 須藤　慎二 ｽﾄｳ ｼﾝｼﾞ 01:07:2214 群馬県

2061 海口　秀幸 ｳﾐｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 01:07:5315 新潟県

1731 茂原　正臣 ｼｹﾞﾊﾗ ﾏｻｵﾐ 01:08:08ユニテックＲＣ16 群馬県

1529 湯山　友和 ﾕﾔﾏ ﾄﾓｶｽﾞ 01:08:33銀輪魂17 茨城県

1978 横山　敦史 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｼ 01:08:5118 神奈川県

1733 田切　伸一朗 ﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ 01:08:59貴族連合軍19 東京都

2018 沖原　雄 ｵｷﾊﾗ ﾀｹｼ 01:09:04川口車連20 埼玉県

1827 小林　英詞 ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ 01:09:09ＥＣＵ21 東京都

1377 中島　康博 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 01:09:28ＥＲＡＴＥＨ22 東京都

1477 岩下　頼人 ｲﾜｼﾀ ﾖﾘﾄ 01:09:2923 長野県

1612 小野　史朗 ｵﾉ ｼﾛｳ 01:09:42Ａｖａｎｔａｇ24 栃木県

2024 榊原　廣幸 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 01:09:57ＫＭＳ25 埼玉県

1660 加藤　優 ｶﾄｳ ﾏｻﾙ 01:10:01アバンテージュ26 栃木県

1786 袴田　千尋 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 01:10:08日野新田工場27 群馬県

1893 播磨　賢司 ﾊﾘﾏ ｹﾝｼﾞ 01:10:13ホットハリマ28 東京都

1656 田畑　政人 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾄ 01:10:39かねこれーしん29 群馬県

1972 樋口　泰伸 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ 01:11:24ちばサイクル30 神奈川県

1995 柴木　史行 ｼﾊﾞｷ ﾌﾐﾕｷ 01:11:5831 群馬県

1750 岡口　和寿 ｵｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄｼ 01:12:00グランデパール32 群馬県

1510 國定　洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 01:12:0633 東京都

2039 神宮　則由 ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾉﾘﾖｼ 01:12:21うまうまビール34 群馬県

1792 中山　洋一 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 01:12:2535 東京都

1934 神澤　勇 ｶﾝｻﾞﾜ ｲｻﾑ 01:12:2736 群馬県

1927 近藤　剛 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 01:12:3037 群馬県

1509 星　淳 ﾎｼ ｱﾂｼ 01:12:4238 神奈川県

2023 薗部　崇 ｿﾉﾍﾞ ﾀｶｼ 01:12:54◆小林軍団◆39 茨城県

2036 溝口　憲太郎 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 01:12:58溝口憲太郎の会40 神奈川県

1974 久保山　潤二 ｸﾎﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 01:12:59ｂｐｓ41 埼玉県

1946 飯野　弘人 ｲｲﾉ ﾋﾛﾋﾄ 01:13:15またんごＣ．Ｔ42 神奈川県

1778 三和　雅仁 ﾐﾜ ﾏｻﾋﾄ 01:13:2243 東京都

1767 仲沢　周一 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 01:13:3044 茨城県

1461 岡田　卓也 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾔ 01:13:34ＳＯＬＤＯＵＴ45 新潟県

1342 鈴木　崇之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 01:13:4046 富山県

1996 大沼　達也 ｵｵﾇﾏ ﾀﾂﾔ 01:13:4547 東京都

1593 大槻　純平 ｵｵﾂｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 01:13:4648 群馬県

1686 藤田　隆二郎 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 01:13:58ファルチェット49 神奈川県

1858 本島　柳司 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ 01:14:06ＭＧＨ50 群馬県
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2022 和田　貴洋 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 01:14:13Ｆｉｎ’ｓ51 新潟県

1725 宮田　篤史 ﾐﾔﾀ ｱﾂｼ 01:14:1452 千葉県

1534 野澤　晃 ﾉｻﾞﾜ ｱｷﾗ 01:14:1453 東京都

1973 佐々木　秋久 ｻｻｷ ｱｷﾋｻ 01:14:17こだまヒル54 群馬県

1673 高原　真 ﾀｶﾊﾗ ｼﾝ 01:14:20ちばサイクル55 神奈川県

1663 太田　賢一 ｵｵﾀ ｹﾝｲﾁ 01:14:21プロジェクトＫ56 千葉県

1536 菊地　雅之 ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ 01:14:22あしもつれ57 東京都

1848 富澤　伸行 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:14:34ＧＣＣ58 群馬県

1386 間庭　良浩 ﾏﾆﾜ ﾖｼﾋﾛ 01:14:49チームＲ＆Ｄ59 群馬県

1769 松本　ヒロタツ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾀﾂ 01:14:54鰻ライダー60 東京都

1464 會川　和己 ｱｲｶﾜ ｶｽﾞﾐ 01:14:5861 宮城県

2003 田口　智之 ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 01:15:0062 栃木県

1933 横山　利宏 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ 01:15:01スピードクルー63 埼玉県

1942 稲垣　和仁 ｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞﾋﾄ 01:15:1164 埼玉県

1505 昆野　健理 ｺﾝﾉ ｹﾝﾘ 01:15:12東京応化工業65 神奈川県

1356 廣川　晶 ﾋﾛｶﾜ ｱｷﾗ 01:15:1466 福島県

1380 富永　健裕 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｹﾋﾛ 01:15:2167 栃木県

1955 伊東　和也 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 01:15:24撃９７68 埼玉県

1914 早川　宗則 ﾊﾔｶﾜ ﾑﾈﾉﾘ 01:15:3269 茨城県

1666 相澤　和也 ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 01:15:45ＡＲＣ前橋70 群馬県

1337 福田　幸徳 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 01:15:4671 栃木県

1943 古賀　琢人 ｺｶﾞ ﾀｸﾋﾄ 01:15:4672 群馬県

1336 中内　久士 ﾅｶｳﾁ ﾋｻｼ 01:15:4773 埼玉県

1521 渡邉　和夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 01:16:01こぎこぎ74 茨城県

1815 三浦　将之 ﾐｳﾗ ﾏｻﾕｷ 01:16:0275 千葉県

1966 八鍬　公彰 ﾔｸﾜ ﾋﾛｱｷ 01:16:0776 埼玉県

1582 後藤　一郎 ｺﾞﾄｳ ｲﾁﾛｳ 01:16:08Ｐｅｅ☆ｅｃｅ77 群馬県

1345 簑原　大樹 ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｷ 01:16:1378 宮城県

1632 井手　達也 ｲﾃﾞ ﾀﾂﾔ 01:16:1679 東京都

2020 江尻　将人 ｴｼﾞﾘ ﾏｻﾄ 01:16:1880 東京都

1939 鈴木　修一 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 01:16:2281 神奈川県

1641 ＤＥＷＡＬＤ　ＥＵＧＥＮ ﾃﾞﾜﾙﾄ ｵｲｹﾞﾝ 01:16:24ＴＣＣ82 神奈川県

1531 白鳥　信介 ｼﾗﾄﾘ ｼﾝｽｹ 01:16:2683 山梨県

1585 杉山　英之 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 01:16:3484 静岡県

1638 楯　裕之 ﾀﾃ ﾋﾛﾕｷ 01:16:36物欲党85 埼玉県

1474 新井　大文 ｱﾗｲ ﾋﾛﾌﾐ 01:16:36ＴｅａｍＭＳＣ86 神奈川県

1984 中村　剛史 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 01:16:4087 埼玉県

1941 田中　伴篤 ﾀﾅｶ ﾄﾓｱﾂ 01:16:50リンフィニート88 埼玉県

1649 小沢　輝忠 ｵｻﾞﾜ ﾃﾙﾀﾀﾞ 01:16:52関彰商事89 茨城県

1415 小西　邦佳 ｺﾆｼ ｸﾆﾖｼ 01:16:54ＥＲＡＴＥＨ90 埼玉県

1440 須藤　克利 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ 01:16:54マーモット91 千葉県

1326 町田　紀人 ﾏﾁﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ 01:16:5492 群馬県

1444 菅原　正樹 ｽｶﾞﾊﾗ ﾏｻｷ 01:16:57ディプロ93 神奈川県

2016 高橋　智彦 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋｺ 01:17:02グランデパール94 群馬県

1764 坂口　一磨 ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 01:17:04Ｂｅａｃｈ95 埼玉県

1738 土屋　雄裕 ﾂﾁﾔ ﾀｹﾋﾛ 01:17:2096 東京都

1549 吉田　聖 ﾖｼﾀﾞ ｾｲ 01:17:2997 千葉県

1949 都　祥生 ﾐﾔｺ ｻﾁｵ 01:17:34ＹＯＣＣ98 神奈川県

1980 荒井　勇 ｱﾗｲ ｲｻﾑ 01:17:34ＡＷＩ99 千葉県

1592 柳田　剛宏 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 01:17:52Ｒｏｚｅｏ100 埼玉県
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1429 大塚　教仁 ｵｵﾂｶ ﾉﾘﾋﾄ 01:17:54101 群馬県

1367 片桐　力雄 ｶﾀｷﾞﾘ ﾘｷｵ 01:18:04102 新潟県

1993 野村　竜平 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾍｲ 01:18:18みさかサイクル103 埼玉県

2045 島川　順 ｼﾏｶﾜ ｼﾞｭﾝ 01:18:24104 埼玉県

1608 渡邉　聖一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 01:18:31105 奈良県

1928 倉野　稔也 ｸﾗﾉ ﾄｼﾔ 01:18:31ナマズプラス106 栃木県

1480 曽山　和之 ｿﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 01:18:35107 埼玉県

1361 松井　崇 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ 01:18:52108 埼玉県

1572 田口　優 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ 01:19:04109 群馬県

1387 三浦　健 ﾐｳﾗ ｹﾝ 01:19:08ＯＤＣ110 群馬県

1894 高橋　能敬 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾀｶ 01:19:13Racing CUBE111 神奈川県

1976 神沢　知弘 ｶﾝｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 01:19:22ＯｎｅＷａｙ112 埼玉県

1805 菅谷　純一 ｽｶﾞﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:19:23七味ホリック113 栃木県

1636 星野　一人 ﾎｼﾉ ｶｽﾞﾄ 01:19:26114 群馬県

1492 鈴木　真二 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 01:19:26ドンキー115 神奈川県

1489 岡島　正一 ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾄ 01:19:29チームＤＯＣ116 東京都

1469 泉山　浩志 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｺｳｼﾞ 01:19:29117 群馬県

1472 田仲　導生 ﾀﾅｶ ﾐﾁｵ 01:19:34ラバノア118 埼玉県

1677 水見　暢志 ﾐｽﾞﾐ ﾏｻｼ 01:19:35119 千葉県

1655 本間　純也 ﾎﾝﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 01:19:49120 群馬県

1640 岸　奈治郎 ｷｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 01:20:02ＯｎｅＷａｙ121 群馬県

1412 角山　卓 ｽﾐﾔﾏ ﾀｸ 01:20:04122 栃木県

1512 奈良瀬　勝弘 ﾅﾗｾ ｶﾂﾋﾛ 01:20:06123 埼玉県

1508 浜崎　将行 ﾊﾏｻｷ ﾏｻﾕｷ 01:20:10124 東京都

1419 木暮　岳史 ｺｸﾞﾚ ﾀｹｼ 01:20:19ｈｏｇｅＪＰ125 神奈川県

1784 中山　岳 ﾅｶﾔﾏ ｶﾞｸ 01:20:23ＣＰ126 神奈川県

1603 徳武　均 ﾄｸﾀｹ ﾋﾄｼ 01:20:25どみんご127 東京都

1700 前原　卓也 ﾏｴﾊﾗ ﾀｸﾔ 01:20:28チームＧＭＣ128 群馬県

1842 西野　賢二 ﾆｼﾉ ｹﾝｼﾞ 01:20:33２ＺＩＧＥＮ129 東京都

1485 番場　慶太郎 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ 01:20:37130 東京都

1379 中島　浩二 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 01:20:44関本電機131 東京都

1921 森　健児 ﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 01:21:01132 栃木県

1439 清水　雅人 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 01:21:04133 埼玉県

1517 徳永　直季 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅｵｷ 01:21:04134 群馬県

1936 広沢　勉 ﾋﾛｻﾜ ﾂﾄﾑ 01:21:08135 群馬県

1665 林　史謙 ﾊﾔｼ ﾌﾐﾉﾘ 01:21:13136 東京都

1746 砂子　昌義 ｽﾅｺ ﾏｻﾖｼ 01:21:22137 東京都

2021 小野瀬　淳也 ｵﾉｾ ｼﾞｭﾝﾔ 01:21:36やるで～138 栃木県

1888 新井　康希 ｱﾗｲ ﾔｽｷ 01:21:44ＧＲＯＯＶＹ139 群馬県

1704 松岡　秀治 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｼﾞ 01:21:45ＳＨＰＥＲＥ140 新潟県

1302 飯塚　誠 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｺﾄ 01:21:46141 群馬県

2015 中村　裕剛 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ 01:21:51オヂサンズ142 群馬県

1514 井上　貴宏 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 01:21:51143 埼玉県

1643 中尾　英明 ﾅｶｵ ﾋﾃﾞｱｷ 01:21:57鷺宮製作所144 埼玉県

1318 田部井　隆通 ﾀﾍﾞｲ ﾀｶﾐﾁ 01:22:01145 群馬県

1497 新谷　ノリユキ ｼﾝﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ 01:22:02146 東京都

1382 白井　伸明 ｼﾗｲ ﾉﾌﾞｱｷ 01:22:09ＥＲＡＴＥＨ147 埼玉県

1483 和久井　章人 ﾜｸｲ ｱｷﾋﾄ 01:22:11148 茨城県

2035 柴田　大介 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 01:22:23149 埼玉県

1523 中島　誠 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 01:22:40ＥＲＡＴＥＨ150 埼玉県
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1332 堀井　達也 ﾎﾘｲ ﾀﾂﾔ 01:22:43151 福島県

1674 花岡　雅弘 ﾊﾅｵｶ ﾏｻﾋﾛ 01:22:51152 群馬県

1850 加藤　健 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 01:22:52153 栃木県

2019 角田　拓郎 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 01:23:02松沢ちゃり部154 東京都

1807 大橋　隆昭 ｵｵﾊｼ ﾀｶｱｷ 01:23:06ＤＬＥ155 東京都

1844 松岡　直樹 ﾏﾂｵｶ ﾅｵｷ 01:23:11156 群馬県

2025 荒川　純也 ｱﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 01:23:13ケア・コスモス157 群馬県

1360 小松　孝徳 ｺﾏﾂ ﾀｶﾉﾘ 01:23:15158 長野県

1648 井狩　智久 ｲｶﾘ ﾄﾓﾋｻ 01:23:19159 神奈川県

1441 堀川　猛 ﾎﾘｶﾜ ﾀｹｼ 01:23:20ＧＰＫ160 群馬県

1568 矢崎　怜志 ﾔｻﾞｷ ｻﾄｼ 01:23:26161 神奈川県

1507 佐藤　洋 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 01:23:29162 東京都

1950 藤田　修 ﾌｼﾞﾀ ｵｻﾑ 01:23:32アモーレコルサ163 栃木県

1760 相場　毅正 ｱｲﾊﾞ ﾀｹﾏｻ 01:23:47おおたん164 群馬県

1847 稲葉　誠一郎 ｲﾅﾊﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 01:24:03165 茨城県

1944 三本　大輔 ﾐﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 01:24:11166 埼玉県

1545 柳岡　将人 ﾔﾅｵｶ ﾏｻﾋﾄ 01:24:13リンリン167 群馬県

1443 中川　貴之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 01:24:20168 埼玉県

1916 阿部　貴史 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 01:24:26ソニックブーン169 新潟県

1880 内山　光春 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾂﾊﾙ 01:24:27ＬＥＧＯＮ群馬170 群馬県

2038 竹谷　好広 ﾀｹﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 01:24:31171 埼玉県

1861 松島　聡 ﾏﾂｼﾏ ｻﾄｼ 01:24:32172 神奈川県

1375 能勢　鉄平 ﾉｾ ﾃｯﾍﾟｲ 01:24:33173 東京都

1448 桑島　誠 ｸﾜｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 01:24:36ラベルエキップ174 神奈川県

1460 石榑　毅 ｲｼｸﾞﾚ ﾂﾖｼ 01:24:37沖データ175 群馬県

2046 茅野　勝 ﾁﾉ ﾏｻﾙ 01:24:39176 群馬県

1872 国定　俊明 ｸﾆｻﾀﾞ ﾄｼｱｷ 01:24:39パワーキッズ177 群馬県

1969 福田　貴紀 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 01:24:45前橋市消防局178 群馬県

1970 中澤　壮理 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ 01:24:46179 千葉県

1896 小野里　学 ｵﾉｻﾞﾄ ﾏﾅﾌﾞ 01:24:49180 神奈川県

2017 杉原　亮太 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 01:24:53181 群馬県

1718 津野　哲平 ﾂﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 01:24:54182 東京都

1678 五味　義亮 ｺﾞﾐ ﾖｼｱｷ 01:24:55183 埼玉県

1496 池田　佳弘 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 01:24:58184 群馬県

1434 鈴木　貴之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 01:25:01ＣＵＣＣ　ＯＢ185 千葉県

1813 佐藤　哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 01:25:05186 東京都

1945 齋藤　裕之 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 01:25:08ＯｎｅＷａｙ187 群馬県

1431 大前　岳志 ｵｵﾏｴ ﾀｹｼ 01:25:17アデコ188 東京都

1633 武藤　強 ﾑﾄｳ ﾂﾖｼ 01:25:21189 群馬県

1691 菊地　健史 ｷｸﾁ ﾀｹｼ 01:25:24板サカ190 東京都

1990 水落　幸夫 ﾐｽﾞｵﾁ ﾕｷｵ 01:25:25191 埼玉県

1770 藤田　篤司 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ 01:25:29192 埼玉県

1389 村木　陽一 ﾑﾗｷ ﾖｳｲﾁ 01:25:37193 東京都

1578 金澤　和範 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 01:25:40ＡＲＣまえばし194 群馬県

1447 陸名　英二 ﾘｸﾅ ｴｲｼﾞ 01:25:40ＳＦＩＤＡ195 東京都

1532 斎藤　孝弘 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 01:25:41新潟証券196 新潟県

1793 小野塚　満 ｵﾉﾂﾞｶ ﾐﾂﾙ 01:25:48フィンズ197 新潟県

1584 西村　宇京 ﾆｼﾑﾗ ｳｷｮｳ 01:25:49ダルマゲ学院198 埼玉県

2051 中村　裕 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ 01:25:50199 埼玉県

1392 出川　勝彦 ﾃﾞｶﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 01:25:56200 埼玉県
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1542 廣澤　伸浩 ﾋﾛｻﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ 01:25:56大和魂201 栃木県

1689 小暮　智和 ｺｸﾞﾚ ﾄﾓｶｽﾞ 01:26:01リンフィニート202 埼玉県

1394 小池　秀行 ｺｲｹ ﾋﾃﾞﾕｷ 01:26:01203 群馬県

1785 阿島　哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 01:26:03204 東京都

1659 黒澤　淳一郎 ｸﾛｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 01:26:27ベルエキップ205 宮城県

1720 後藤　一邦 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞｸﾆ 01:26:28激坂部206 栃木県

1427 萩原　瑞木 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ 01:26:30207 群馬県

1931 柳沼　亮 ﾔｷﾞﾇﾏ ｱｷﾗ 01:26:39グランデパール208 群馬県

1668 吉田　周 ﾖｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾙ 01:26:40209 群馬県

1347 菅原　秀武 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾀｹ 01:26:50210 神奈川県

1777 鳴海　徹 ﾅﾙﾐ ﾄｵﾙ 01:26:51211 千葉県

1458 川野　賢一 ｶﾜﾉ ｹﾝｲﾁ 01:26:56ネッツ高崎212 群馬県

1879 坂口　直史 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵﾌﾐ 01:26:58213 東京都

1406 松田　勝男 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾂｵ 01:27:01214 茨城県

1734 小沼　宏 ｺﾇﾏ ﾋﾛｼ 01:27:07215 群馬県

1712 佐藤　慎吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 01:27:10216 群馬県

1539 金澤　ゆう ｶﾈｻﾞﾜ ﾕｳ 01:27:14ＯｎｅＷａｙ217 東京都

1979 坂井　亮 ｻｶｲ ﾘｮｳ 01:27:20オンザロード218 千葉県

1376 菊地　良 ｷｸﾁ ﾘｮｳ 01:27:22219 東京都

1840 小池　一成 ｺｲｹ ｶｽﾞﾅﾘ 01:27:23モンテラック220 埼玉県

1841 熊谷　孔治 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 01:27:27パラマウントベ221 東京都

1907 安部　秀和 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 01:27:39やるで～222 栃木県

1808 斉藤　和也 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 01:28:02223 群馬県

1772 坂本　聡 ｻｶﾓﾄ ｻﾄｼ 01:28:03新潟三条輪友会224 新潟県

1667 黒川　真 ｸﾛｶﾜ ﾏｺﾄ 01:28:03アモーレコルサ225 栃木県

1938 中村　大介 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 01:28:06ＧＲＯＯＶＹ226 群馬県

1794 関　伊晴 ｾｷ ﾀﾀﾞﾊﾙ 01:28:06双輪會227 群馬県

1422 吉澤　匡 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 01:28:11228 千葉県

1747 小林　正典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 01:28:20229 東京都

1573 八重樫　隆夫 ﾔｴｶﾞｼ ﾀｶｵ 01:28:26230 群馬県

1878 淺井　敦司 ｱｻｲ ｱﾂｼ 01:28:36クールスラスト231 神奈川県

1511 金子　謙太郎 ｶﾈｺ ｹﾝﾀﾛｳ 01:28:39またんごＣ．Ｔ232 東京都

1424 檀原　真広 ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 01:28:40233 群馬県

1697 竹田　利之 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 01:28:46234 群馬県

1436 神戸　寿夫 ｶﾝﾍﾞ ﾄｼｵ 01:28:46ＴＲＣ前橋235 群馬県

1644 若原　寛 ﾜｶﾊﾗ ﾋﾛｼ 01:28:56236 群馬県

1710 永沼　幸雄 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｷｵ 01:29:05237 千葉県

1605 安野　太輔 ﾔｽﾉ ﾀｲｽｹ 01:29:09238 東京都

1352 近藤　直之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾕｷ 01:29:20239 群馬県

1726 三輪　ヤスタカ ﾐﾜ ﾔｽﾀｶ 01:29:25ｗｉｐｅｏｕｔ240 東京都

1543 高橋　智暢 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ 01:29:29241 群馬県

2026 屋代　正明 ﾔｼﾛ ﾏｻｱｷ 01:29:33オヂサンズ242 栃木県

1599 園田　好宏 ｿﾉﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 01:29:35243 群馬県

1613 瀬間　誠 ｾﾏ ﾏｺﾄ 01:29:39244 群馬県

1609 宮崎　将充 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾐﾂ 01:29:40245 千葉県

1926 橋本　憲彦 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘﾋｺ 01:29:40246 栃木県

1541 青柳　忠典 ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾀﾞﾉﾘ 01:29:43アモーレコルサ247 栃木県

1442 伊賀　剛信 ｲｶﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ 01:29:44248 埼玉県

2059 石橋　悟 ｲｼﾊﾞｼ ｻﾄﾙ 01:29:57249 群馬県

1314 黒岩　尚隆 ｸﾛｲﾜ ﾅｵﾀｶ 01:30:01250 群馬県
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1315 虎岩　知志 ﾄﾗｲﾜ ｻﾄｼ 01:30:05251 宮城県

1729 鈴木　敦 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 01:30:19ＨＡＲＰ　ＲＣ252 群馬県

1776 田村　和之 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 01:30:33桐生自動車教習253 群馬県

1544 小野沢　達 ｵﾉｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 01:30:35アイスドール254 群馬県

1796 福島　仁 ﾌｸｼﾏ ﾋﾄｼ 01:30:39ＳＯＬＤＯＵＴ255 新潟県

1418 芦田　昌太郎 ｱｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 01:30:49ＥＤＭ256 東京都

1423 木村　俊 ｷﾑﾗ ｼｭﾝ 01:30:51257 東京都

1535 松鹿　賢太郎 ﾏﾂｼｶ ｹﾝﾀﾛｳ 01:30:53258 群馬県

1583 片野　慎也 ｶﾀﾉ ｼﾝﾔ 01:30:53259 茨城県

2009 鈴木　広邦 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｸﾆ 01:30:57260 群馬県

1504 宮田　真也 ﾐﾔﾀ ｼﾝﾔ 01:30:57261 群馬県

1550 菅野　諭 ｶﾝﾉ ｻﾄｼ 01:30:59262 埼玉県

1971 佐藤　博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 01:30:59263 群馬県

1799 景山　秀悟 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ 01:31:00ＡＣＲＣ264 東京都

1606 小彼　弘明 ｵｶﾞﾉ ﾋﾛｱｷ 01:31:09265 埼玉県

1370 久城　康寛 ｸｼﾛ ﾔｽﾋﾛ 01:31:21266 東京都

1849 田島　竜也 ﾀｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 01:31:27ＥＣＵ267 東京都

1506 鈴木　康友 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 01:31:30エレシス268 茨城県

1661 寺内　勝彦 ﾃﾗｳﾁ ｶﾂﾋｺ 01:31:38前橋市役所269 群馬県

1526 宮　太陽 ﾐﾔ ﾀｲﾖｳ 01:31:41270 東京都

1554 三橋　優 ﾐﾂﾊｼ ﾕｳ 01:31:48ＥＲＡＴＥＨ271 東京都

1762 今成　仁 ｲﾏﾅﾘ ﾋﾄｼ 01:31:48ＣＵＣＣ９５Ｔ272 新潟県

1614 齊藤　亮祐 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 01:31:50ビーンズ273 群馬県

1684 大橋　恭一 ｵｵﾊｼ ｷｮｳｲﾁ 01:31:54ＲＣ．ＨＯＢＯ274 栃木県

1502 古郡　健吾 ﾌﾙｺｵﾘ ｹﾝｺﾞ 01:32:00カサブランカ275 群馬県

1925 佐藤　憲 ｻﾄｳ ｹﾝ 01:32:01276 埼玉県

1493 岩井　啓人 ｲﾜｲ ﾋﾛﾄ 01:32:03277 千葉県

1307 安達　悠 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳ 01:32:07278 群馬県

1751 小林　和美 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾐ 01:32:11ＣＳＴかめのこ279 群馬県

1343 須永　慎一 ｽﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 01:32:14280 群馬県

1598 梅原　振一郎 ｳﾒﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 01:32:16ＧＹＰＳＹ281 群馬県

1487 佐瀬　秀明 ｻｾ ﾋﾃﾞｱｷ 01:32:20282 群馬県

1538 本多　英明 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 01:32:22竹内園芸283 群馬県

1646 渡辺　哲也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ 01:32:23284 栃木県

1766 堀内　健一 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝｲﾁ 01:32:23ディライト285 群馬県

1570 伊藤　由典 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 01:32:28286 群馬県

1991 内田　考洋 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 01:32:31287 群馬県

1895 佐藤　秀明 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 01:32:36288 群馬県

1675 曽根　直樹 ｿﾈ ﾅｵｷ 01:32:39ｍ．Ａｃｔ289 群馬県

1520 石関　徹也 ｲｼｾﾞｷ ﾃﾂﾔ 01:32:39290 群馬県

1745 宮崎　裕希 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｷ 01:32:45291 群馬県

1759 境　正史 ｻｶｲ ﾏｻｼ 01:32:49292 群馬県

1870 山崎　英路 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾐﾁ 01:32:49ＨＢＦ293 東京都

1404 吉田　卓生 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸｵ 01:33:00294 神奈川県

1503 井上　康治 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾊﾙ 01:33:12295 埼玉県

1687 金子　絢一 ｶﾈｺ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:33:17ぐうたら爆走隊296 群馬県

1399 伴場　照夫 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾃﾙｵ 01:33:26297 東京都

1467 茂木　利昭 ﾓｷﾞ ﾄｼｱｷ 01:33:30298 群馬県

1811 丸山　洋昭 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 01:33:38299 埼玉県

1963 福田　直也 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾔ 01:33:52300 千葉県
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2033 遠藤　保治 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽｼﾞ 01:33:52301 宮城県

1624 水上　大助 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ 01:33:59チームトロ302 群馬県

1349 武井　欽也 ﾀｹｲ ｷﾝﾔ 01:34:05303 群馬県

1860 苅部　祐介 ｶﾙﾍﾞ ﾕｳｽｹ 01:34:16チームニルス304 茨城県

1679 堤　久己 ﾂﾂﾐ ﾋｻｷ 01:34:17305 群馬県

1650 武田　信治 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 01:34:18306 群馬県

1959 北島　文記 ｷﾀｼﾞﾏ ﾌﾐﾉﾘ 01:34:28307 埼玉県

1634 中島　隆朗 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｵ 01:34:39308 埼玉県

1490 森尻　悠介 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾕｳｽｹ 01:34:43309 埼玉県

1589 佐藤　章 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 01:34:46310 静岡県

1672 山上　和寛 ﾔﾏｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 01:34:47311 東京都

1590 奥村　仁 ｵｸﾑﾗ ﾋﾄｼ 01:34:53チーム★チョロ312 東京都

1576 椙田　浩之 ｽｷﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 01:34:55313 埼玉県

1309 早川　泰央 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽｵ 01:34:58314 埼玉県

1671 細矢　佳稔 ﾎｿﾔ ﾖｼﾄｼ 01:35:01重田サイクル315 群馬県

1992 松本　政雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｵ 01:35:03316 埼玉県

1577 園田　孝一 ｿﾉﾀﾞ ｺｳｲﾁ 01:35:08317 新潟県

1579 梶田　健一郎 ｶｼﾞﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 01:35:15前橋市消防局318 群馬県

1321 内田　敦士 ｳﾁﾀﾞ ｱﾂｼ 01:35:21319 東京都

1437 加藤　学 ｶﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 01:35:21320 埼玉県

1761 角田　佳仁 ﾂﾉﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 01:35:24321 群馬県

1647 松山　弘世 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛﾖ 01:35:24322 東京都

1452 相良　裕之 ｻｶﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 01:35:29323 栃木県

1558 山田　隆之 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 01:35:35群馬県警察324 群馬県

1409 久保田　潤二 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 01:35:37久保田鋳工325 群馬県

2028 久住　典義 ｸｽﾐ ﾉﾘﾖｼ 01:35:43326 東京都

1481 植木　利宏 ｳｴｷ ﾄｼﾋﾛ 01:35:43327 栃木県

1714 富岡　雄一郎 ﾄﾐｵｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 01:35:48328 群馬県

1365 根津　鉄平 ﾈﾂﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 01:35:50329 東京都

1838 岩本　陽介 ｲﾜﾓﾄ ﾖｳｽｹ 01:36:02330 栃木県

1900 目黒　優介 ﾒｸﾞﾛ ﾕｳｽｹ 01:36:05ピ～★～ス331 群馬県

1816 濱　健一郎 ﾊﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 01:36:06332 京都府

1783 加藤木　泰征 ｶﾄｳｷﾞ ﾋﾛﾏｻ 01:36:06333 埼玉県

1798 高橋　弘次 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 01:36:19334 山梨県

1501 小島　和久 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｻ 01:36:20335 東京都

1727 小柏　茂 ｵｶﾞｼﾜ ｼｹﾞﾙ 01:36:22336 群馬県

1749 デッドマン　マーク ﾃﾞｯﾄﾞﾏﾝ ﾏｰｸ 01:36:24337 群馬県

1713 福田　英司 ﾌｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ 01:36:26338 群馬県

1756 熊倉　正幸 ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 01:36:29339 千葉県

1906 田部井　久 ﾀﾍﾞｲ ﾋｻｼ 01:36:32340 群馬県

1600 渡瀬　亮平 ﾜﾀｾ ﾘｮｳﾍｲ 01:36:34チーム★チョロ341 東京都

1552 西村　直也 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 01:36:42ＧＣＣ342 群馬県

1397 平尾　健治 ﾋﾗｵ ｹﾝｼﾞ 01:36:43ＹＯＵ　ＣＡＮ343 群馬県

1384 黒川　将彦 ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾋｺ 01:36:47344 埼玉県

1620 都丸　勝成 ﾄﾏﾙ ｶﾂﾅﾘ 01:36:52345 群馬県

1662 都丸　崇行 ﾄﾏﾙ ﾀｶﾕｷ 01:37:08346 群馬県

1482 對比地　弘貴 ﾂｲﾋｼﾞ ﾋﾛｷ 01:37:09347 群馬県

1491 関口　真人 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 01:37:09348 群馬県

1999 原田　妙一郎 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｮｳｲﾁﾛｳ 01:37:12加圧高崎支部349 群馬県

1486 柳田　州彦 ﾔﾅｷﾞﾀ ｸﾆﾋｺ 01:37:13350 群馬県
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1699 藤崎　恵介 ﾌｼﾞｻｷ ｹｲｽｹ 01:37:24ユニテックＲＣ351 兵庫県

1717 鈴木　正次 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｼﾞ 01:37:34352 東京都

1414 西尾　健太郎 ﾆｼｵ ｹﾝﾀﾛｳ 01:37:40上州山楽走353 群馬県

1897 曽根　和大 ｿﾈ ｶｽﾞﾋﾛ 01:37:46354 群馬県

1664 栗原　充 ｸﾘﾊﾗ ﾐﾂﾙ 01:37:49355 千葉県

1696 川瀬　隆聴 ｶﾜｾ ﾀｶｱｷ 01:37:50チーム輪娯館356 栃木県

1488 松澤　公雄 ﾏﾂｻﾞﾜ ｷﾐｵ 01:38:07ジャンダルム357 群馬県

1393 青木　稔 ｱｵｷ ﾐﾉﾙ 01:38:08358 埼玉県

1741 圓木　崇義 ﾏﾙｷ ﾀｶﾖｼ 01:38:10チームマルキ359 埼玉県

1623 立花　雅樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻｷ 01:38:19瑞江整形外科360 千葉県

1997 田島　直哉 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾔ 01:38:20361 群馬県

1748 瀬戸　涼司 ｾﾄ ﾘｮｳｼﾞ 01:38:23362 群馬県

1453 永井　重之 ﾅｶﾞｲ ｼｹﾞﾕｷ 01:38:35リベルタス363 栃木県

1334 塩野　裕 ｼｵﾉ ﾕﾀｶ 01:38:37364 群馬県

1456 大高　勇人 ｵｵﾀｶ ﾊﾔﾄ 01:38:48365 千葉県

1594 中島　雅弘 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 01:38:55こだまＣＨ366 群馬県

1930 福田　光男 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂｵ 01:38:57367 群馬県

1957 豊田　豊 ﾄﾖﾀﾞ ﾕﾀｶ 01:38:57368 埼玉県

1787 武井　祐治 ﾀｹｲ ﾕｳｼﾞ 01:39:05369 群馬県

2037 高橋　賢太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 01:39:10370 群馬県

1951 萩本　喜久 ﾊｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 01:39:14チームおはぎ371 群馬県

1967 安藤　淳 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 01:39:15372 埼玉県

1475 阿部　敏一 ｱﾍﾞ ﾄｼｶｽﾞ 01:39:18373 群馬県

1797 本間　功一 ﾎﾝﾏ ｺｳｲﾁ 01:39:19374 埼玉県

1735 中野　強 ﾅｶﾉ ﾂﾖｼ 01:39:20375 群馬県

1498 川田　万寿夫 ｶﾜﾀ ﾏｽｵ 01:39:23日本プロテイン376 群馬県

1305 早乙女　武夫 ｿｳﾄﾒ ﾀｹｵ 01:39:23377 千葉県

1391 緒方　暁 ｵｶﾞﾀ ｻﾄﾙ 01:39:26なすびボンバエ378 東京都

1581 高橋　宏之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 01:39:28前橋市役所379 群馬県

1681 小板橋　渉 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾜﾀﾙ 01:39:33380 群馬県

1920 飯塚　卓也 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾔ 01:39:38ライドファン381 群馬県

1683 近藤　直 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵ 01:39:58382 栃木県

2044 水村　純雄 ﾐｽﾞﾑﾗ ｽﾐｵ 01:40:04きりしまＣ．Ｃ383 神奈川県

1885 阿部　真仁 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 01:40:33ユニテックＲＣ384 埼玉県

1420 羽部　広之 ﾊﾌﾞ ﾋﾛﾕｷ 01:40:35ＳＦＩＤＡ385 千葉県

1737 今瀬　裕介 ｲﾏｾ ﾕｳｽｹ 01:40:37386 群馬県

1829 笠置　秀紀 ｶｻｷﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 01:40:40387 東京都

1435 角　竜一郎 ｽﾐ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 01:40:46388 栃木県

1652 野村　昌輝 ﾉﾑﾗ ﾏｻｷ 01:40:53389 群馬県

1625 木山　真伸 ｷﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 01:40:56390 群馬県

2049 中辻　浩一 ﾅｶﾂｼﾞ ｺｳｲﾁ 01:40:58ミツバ391 愛知県

1327 天田　朋和 ｱﾏﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 01:41:00392 群馬県

1433 野村　健己 ﾉﾑﾗ ﾀｹﾐ 01:41:23ｒｏｚｅｏ393 埼玉県

1940 高橋　隆一 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｲﾁ 01:41:27394 群馬県

1473 荻原　秀悟 ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 01:41:32ＭＩＴＳＵＢＡ395 群馬県

1338 清水　賢次 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 01:41:33396 群馬県

1736 梅山　知宏 ｳﾒﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 01:41:35関東朝日広告社397 群馬県

1468 坂本　俊明 ｻｶﾓﾄ ﾄｼｱｷ 01:41:40護衛艦としあき398 東京都

1335 小林　健次 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 01:41:41399 群馬県

1905 藤原　清文 ﾌｼﾞﾊﾗ ｷﾖﾌﾐ 01:41:53400 東京都
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1836 渡辺　栄司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ 01:41:55アクセル401 群馬県

2002 塩谷　浩司 ｼｵﾔ ｺｳｼﾞ 01:42:05サンデン402 東京都

1519 永沼　英雄 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞｵ 01:42:14403 埼玉県

1580 春日　玄 ｶｽｶﾞ ﾄｵﾙ 01:42:24ＦＪＦＳ404 群馬県

1313 福本　英一 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 01:42:26405 神奈川県

1401 下田　高廣 ｼﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 01:42:34406 埼玉県

2060 萩原　健司 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 01:42:40407 群馬県

1333 西村　正 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 01:42:40408 長野県

2031 成田　浩司 ﾅﾘﾀ ﾋﾛｼ 01:42:44ＪＲ東日本409 群馬県

1791 鈴木　智司 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 01:42:48小松軍団410 栃木県

1635 鍋島　俊行 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾀｶﾕｷ 01:42:54411 東京都

1564 須藤　伸二 ｽﾄｳ ｼﾝｼﾞ 01:42:54412 群馬県

1540 水野　秀和 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 01:42:58413 群馬県

1774 山田　吉彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 01:43:00414 東京都

1385 熊倉　徹 ｸﾏｸﾗ ﾄｵﾙ 01:43:07ノスモーキンス415 栃木県

1719 神宮　啓祐 ｼﾞﾝｸﾞｳ ｹｲｽｹ 01:43:09416 群馬県

1560 後藤　雅和 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 01:43:13417 東京都

1626 小島　直也 ｺｼﾞﾏ ﾅｵﾔ 01:43:23根岸病院418 東京都

1410 大田　茂典 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾉﾘ 01:43:24419 群馬県

1556 大城　呂介 ｵｵｼﾛ ﾄﾓﾕｷ 01:43:27熊特自転車部420 埼玉県

1381 鈴木　康 ｽｽﾞｷ ﾔｽｼ 01:43:31421 東京都

1902 荒川　卓 ｱﾗｶﾜ ﾀｶｼ 01:43:31422 神奈川県

1499 山崎　雅俊 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 01:43:32423 群馬県

1400 石田　昌樹 ｲｼﾀﾞ ﾏｻｷ 01:43:33424 埼玉県

1924 奥村　純 ｵｸﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 01:43:35宮車425 埼玉県

1466 永井　聡史 ﾅｶﾞｲ ｻﾄｼ 01:43:48426 東京都

1887 小林　祐次 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 01:44:03427 群馬県

1869 新井　裕介 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 01:44:16428 千葉県

1886 栗原　正樹 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｷ 01:44:17429 群馬県

1715 福島　正挙 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾀｶ 01:44:17ＴＫＦＶ430 群馬県

1471 脇坂　誠吉 ﾜｷｻｶ ﾏｻﾖｼ 01:44:21431 東京都

1962 小村　昭彦 ｺﾑﾗ ｱｷﾋｺ 01:44:39432 千葉県

1426 蓮沼　昇吾 ﾊｽﾇﾏ ｼｮｳｺﾞ 01:44:40433 神奈川県

1814 松岡　隼一 ﾏﾂｵｶ ｼｭﾝｲﾁ 01:44:41434 栃木県

1853 岡島　潤一 ｵｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:44:48チーム利根川435 千葉県

1833 平形　誠 ﾋﾗｶﾀ ﾏｺﾄ 01:44:55436 群馬県

1765 福田　弦志 ﾌｸﾀﾞ ｹﾞﾝｼ 01:44:58437 千葉県

1413 奥平　宏之 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾕｷ 01:45:09438 千葉県

1455 赤石　明仁 ｱｶｲｼ ｱｷﾋﾄ 01:45:10チームＧＭＣ439 群馬県

1562 斉藤　琢磨 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ 01:45:19チャリビーンズ440 群馬県

1709 佐藤　栄作 ｻﾄｳ ｴｲｻｸ 01:45:28ベルエキップ441 宮城県

1368 松島　進 ﾏﾂｼﾏ ｽｽﾑ 01:45:31442 群馬県

1989 大下　達也 ｵｵｼﾀ ﾀﾂﾔ 01:45:44443 群馬県

1319 齋藤　規朋 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾄﾓ 01:45:51444 福島県

1866 宮前　大悟 ﾐﾔﾏｴ ﾀﾞｲｺﾞ 01:46:11まえラヂ445 群馬県

1533 大澤　健司 ｵｵｻﾜ ｹﾝｼﾞ 01:46:25446 埼玉県

1596 小熊　邦央 ｵｸﾞﾏ ｸﾆｵ 01:46:40ＳＦＩＤＡ447 東京都

1854 井上　和久 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋｻ 01:46:41448 群馬県

2043 小池　晃洋 ｺｲｹ ｱｷﾋﾛ 01:46:59449 栃木県

1881 伊藤　克哉 ｲﾄｳ ｶﾂﾔ 01:46:59アキレス（株）450 千葉県
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1810 高宮　章郎 ﾀｶﾐﾔ ﾕｷｵ 01:47:02451 千葉県

1457 榎田　裕一 ｴﾉｷﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 01:47:17452 埼玉県

1868 田中　一紀 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ 01:47:38チーム仲生453 栃木県

1889 櫻井　孝行 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾕｷ 01:47:50454 埼玉県

1882 横井　雄介 ﾖｺｲ ﾕｳｽｹ 01:47:52455 東京都

2012 林　雄次 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ 01:47:54456 茨城県

1425 樋口　聡 ﾋｸﾞﾁ ｻﾄｼ 01:48:04457 群馬県

1408 佐久間　孝 ｻｸﾏ ﾀｶｼ 01:48:10458 千葉県

1591 井埜　正明 ｲﾉ ﾏｻｱｷ 01:48:11459 群馬県

1569 勝部　領 ｶﾂﾍﾞ ﾘｮｳ 01:48:13双葉会サイクル460 千葉県

2007 大野　達也 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 01:49:01ジャンダルム461 群馬県

1892 樋口　優 ﾋｸﾞﾁ ｽｸﾞﾙ 01:49:17ＡＲＣ前橋462 群馬県

1694 並木　薫 ﾅﾐｷ ｶｵﾙ 01:49:37463 群馬県

1465 沢　淳一 ｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:49:43464 群馬県

1407 中沢　弘志 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 01:49:43高崎市役所465 群馬県

1690 今崎　知晃 ｲﾏｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ 01:50:12ユニテックＲＣ466 神奈川県

1721 中澤　智也 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 01:50:14群馬ＴＦ467 群馬県

1597 森　滋昭 ﾓﾘ ｼｹﾞｱｷ 01:50:30468 群馬県

1528 竹盛　将之 ﾀｹﾓﾘ ﾏｻﾕｷ 01:50:30ＯｎｅＷａｙ469 群馬県

2042 戸屋　孝允 ﾄﾔ ﾀｶﾐﾂ 01:50:33470 群馬県

1308 大沢　貴志 ｵｵｻﾜ ﾀｶｼ 01:50:36471 群馬県

1732 守下　大輔 ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 01:50:44472 群馬県

1574 中元寺　亮 ﾁｭｳｶﾞﾝｼﾞ ﾘｮｳ 01:51:09473 埼玉県

1611 小此木　哲夫 ｵｺﾉｷﾞ ﾃﾂｵ 01:51:17太田市役所474 群馬県

1923 石川　智則 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ 01:51:32475 群馬県

2000 浦野　哲浩 ｳﾗﾉ ｱｷﾋﾛ 01:51:48476 埼玉県

1451 深井　誠 ﾌｶｲ ﾏｺﾄ 01:51:58477 群馬県

1685 西井　健一 ﾆｼｲ ｹﾝｲﾁ 01:52:10478 埼玉県

1716 武居　秀憲 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 01:52:25479 群馬県

1669 湯浅　大輔 ﾕｱｻ ﾀﾞｲｽｹ 01:52:26サンカク480 群馬県

1378 柳　竜也 ﾔﾅｷﾞ ﾀﾂﾔ 01:52:35481 群馬県

1754 和泉　祐一 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｲﾁ 01:52:53482 東京都

1780 横山　睦久 ﾖｺﾔﾏ ﾑﾂﾋｻ 01:52:54クリフエッジ483 群馬県

1513 須田　淳 ｽﾀﾞ ｱﾂｼ 01:52:54484 群馬県

1779 白田　勇気 ｼﾛﾀ ﾕｳｷ 01:53:26485 群馬県

1476 野本　敬 ﾉﾓﾄ ﾀｶｼ 01:53:34486 群馬県

1958 松下　和也 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾔ 01:53:35イエロキャット487 群馬県

1757 深澤　崇一 ﾌｶｻﾜ ｼｭｳｲﾁ 01:53:48488 群馬県

2052 小岩　弘明 ｺｲﾜ ﾋﾛｱｷ 01:53:58489 群馬県

2014 大谷　良彦 ｵｵﾔ ﾖｼﾋｺ 01:54:02490 群馬県

1908 関本　勇城 ｾｷﾓﾄ ﾕｳｷ 01:54:03ぐったりドンキ491 群馬県

1828 鈴木　佑介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 01:54:08492 栃木県

1819 斉藤　隆一郎 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 01:54:17493 群馬県

1325 須田　竜二 ｽﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 01:54:19494 群馬県

1403 山中　敬 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｼ 01:54:38495 東京都

1688 佐藤　吉亮 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 01:54:40496 群馬県

1711 黒田　智之 ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 01:54:55家庭料理つかさ497 埼玉県

1918 宮長　博章 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾋﾛｱｷ 01:54:59498 群馬県

1845 長田　祥一 ｵｻﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 01:55:19499 東京都

2004 森田　智洋 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾋﾛ 01:55:21三益半導体500 群馬県
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1330 町田　洋介 ﾏﾁﾀﾞ ﾖｳｽｹ 01:55:33501 群馬県

1960 志賀　寛幸 ｼｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 01:55:48アフロ常務502 栃木県

1771 坂田　英麻 ｻｶﾀ ﾋﾃﾞｵ 01:56:07ＯｎｅＷａｙ503 群馬県

2005 平井　宏憲 ﾋﾗｲ ﾋﾛﾉﾘ 01:56:13とねみのる504 群馬県

1369 神部　道男 ｶﾝﾍﾞ ﾐﾁｵ 01:56:16ミツバ自転車部505 群馬県

1421 三村　健一 ﾐﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 01:56:19506 埼玉県

1357 渡邉　友哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 01:56:25507 群馬県

1768 森戸　和博 ﾓﾘﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 01:56:26508 群馬県

1680 蟹江　範卓 ｶﾆｴ ﾉﾘﾀｶ 01:56:33ノバルティス509 埼玉県

1824 天川　和也 ｱﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 01:56:37510 群馬県

1670 角田　憲明 ﾂﾉﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 01:56:44511 東京都

1832 松嶋　広顕 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｱｷ 01:56:53日新電機512 群馬県

1522 西　健 ﾆｼ ﾀｹｼ 01:57:03ミツバ513 群馬県

1864 石毛　崇 ｲｼｹﾞ ﾀｶｼ 01:57:18514 群馬県

1470 山本　健児 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 01:57:22515 埼玉県

1956 井上　貴広 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 01:57:22516 埼玉県

1742 荒川　貴章 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾕｷ 01:57:44チーム梓517 福島県

2029 中島　教文 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾌﾐ 01:57:47中島農園518 群馬県

1929 石川　直希 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ 01:57:48東洋スキー部519 群馬県

1428 四元　秀一 ﾖﾂﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 01:57:49チームバーニア520 東京都

1445 青木　隆成 ｱｵｷ ﾀｶｱｷ 01:58:23521 千葉県

1324 竹内　正広 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 01:58:25522 新潟県

1478 高草木　豊 ﾀｶｸｻｷﾞ ﾕﾀｶ 01:58:39523 群馬県

1373 田島　康正 ﾀｼﾞﾏ ﾔｽﾏｻ 01:58:47524 群馬県

1355 小堀　長久 ｺﾎﾞﾘ ﾀｹﾋｻ 01:58:48525 群馬県

1982 薊　猛彦 ｱｻﾞﾐ ﾀｹﾋｺ 01:59:11526 群馬県

1830 矢島　規雄 ﾔｼﾞﾏ ﾉﾘｵ 01:59:13元東高527 群馬県

1595 斉藤　大悟 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 01:59:26528 栃木県

1571 伊藤　智史 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 01:59:29ベルエキップ529 東京都

1537 石原　貴幸 ｲｼﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 01:59:57530 群馬県

1755 渡部　文才 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾄｼ 02:00:23根岸病院531 東京都

1874 植松　治郎 ｳｴﾏﾂ ｼﾞﾛｳ 02:00:39ＴＥＡＭ２０532 群馬県

1705 松浦　芳樹 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼｷ 02:00:42風輪533 群馬県

1525 岩佐　浩樹 ｲﾜｻ ﾋﾛｷ 02:00:52534 東京都

1351 三石　正史 ﾐﾂｲｼ ﾏｻｼ 02:01:10535 長野県

1723 櫻井　達也 ｻｸﾗｲ ﾀﾂﾔ 02:01:13536 群馬県

1706 早川　哲史 ﾊﾔｶﾜ ｻﾄｼ 02:01:14537 群馬県

1877 大口　淳 ｵｵｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 02:01:46538 静岡県

1947 池澤　雅之 ｲｹｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 02:01:46539 千葉県

1658 風間　裕介 ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 02:01:49ｒｏｚｅｏ540 群馬県

1724 中里　匡志 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｼ 02:02:24サンカク541 群馬県

1821 齋藤　洋一郎 ｻｲﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ 02:02:31542 群馬県

2001 根岸　大 ﾈｷﾞｼ ﾏｻﾙ 02:02:34543 埼玉県

1802 佐藤　勇士 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 02:02:40さがわ544 群馬県

1348 佐々木　智 ｻｻｷ ｻﾄｼ 02:02:43545 石川県

1340 星野　欽司 ﾎｼﾉ ﾖｼｶｽﾞ 02:03:03546 群馬県

1555 六本木　穂 ﾛｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾐﾉﾙ 02:03:04高崎市役所547 群馬県

1701 岡部　真人 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾄ 02:03:06特免走遊会548 栃木県

1998 櫻井　学 ｻｸﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ 02:03:07549 群馬県

1698 萩原　克将 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾂﾏｻ 02:03:31550 群馬県
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1518 山添　智宏 ﾔﾏｿﾞｴ ﾄﾓﾋﾛ 02:04:02桐生市役所551 群馬県

1350 近藤　純一 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 02:04:03552 群馬県

1883 吉川　一彰 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 02:04:05瑞江整形外科553 東京都

1781 溝口　耕太郎 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 02:04:41554 群馬県

1642 小林　秀晴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾊﾙ 02:05:11555 群馬県

1328 小林　敬倫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾐﾁ 02:05:17556 群馬県

1341 堀田　将史 ﾎｯﾀ ﾏｻｼ 02:05:22557 群馬県

1826 湯本　直樹 ﾕﾓﾄ ﾅｵｷ 02:05:35558 群馬県

2057 新田　康仁 ﾆｯﾀ ﾔｽﾋﾄ 02:05:52559 静岡県

1922 山根　雄一郎 ﾔﾏﾈ ﾕｳｲﾁﾛｳ 02:06:30560 埼玉県

1809 小峰　康弘 ｺﾐﾈ ﾔｽﾋﾛ 02:06:42561 埼玉県

1790 田口　勲 ﾀｸﾞﾁ ｲｻｵ 02:06:43特殊部隊562 東京都

1977 福島　孝司 ﾌｸｼﾏ ｺｳｼﾞ 02:06:55563 群馬県

1416 須藤　卓也 ｽﾄｳ ﾀｸﾔ 02:07:25564 埼玉県

1812 石垣　正人 ｲｼｶﾞｷ ﾏｻﾄ 02:07:30565 群馬県

2032 中嶋　豊 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾀｶ 02:07:39566 群馬県

1903 植松　宏和 ｳｴﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 02:07:54567 群馬県

1587 山下　幹人 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ 02:08:03朝カレー568 静岡県

1912 薗田　賢一 ｿﾉﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 02:09:10569 群馬県

1306 柳井　裕貴 ﾔﾅｲ ﾋﾛｷ 02:09:54570 群馬県

1616 尾花　修一 ｵﾊﾞﾅ ｼｭｳｲﾁ 02:10:00571 群馬県

1495 鈴木　聡 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 02:10:00572 群馬県

1374 井上　主水 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾐ 02:11:57小嶋家に感謝573 千葉県

1654 満園　紀尚 ﾐﾂｿﾞﾉ ﾉﾘﾋｻ 02:12:06みつなつ574 静岡県

1837 斉田　正博 ｻｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 02:12:13ベイベー575 群馬県

1362 兒玉　哲也 ｺﾀﾞﾏ ﾃﾂﾔ 02:13:04576 埼玉県

1566 野澤　斉史 ﾉｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 02:13:07577 栃木県

1948 内藤　頼光 ﾅｲﾄｳ ﾖﾘﾐﾂ 02:13:24578 埼玉県

1932 渡辺　淳司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 02:13:24ポジティブ579 埼玉県

1831 武藤　彰宏 ﾑﾄｳ ｱｷﾋﾛ 02:13:27アリゾナ会580 群馬県

1789 井上　知寿 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋｻ 02:13:37かね八581 埼玉県

1913 日澤　博貴 ﾋﾉｻﾜ ﾋﾛｷ 02:13:47582 群馬県

1320 白井　康弘 ｼﾗｲ ﾔｽﾋﾛ 02:14:22583 群馬県

1693 根津　誠 ﾈﾂﾞ ﾏｺﾄ 02:14:32584 群馬県

1899 橋本　慎栄 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｴｲ 02:15:56585 群馬県

1364 浦谷　英之 ｳﾗﾀﾆ ﾋﾃﾞﾕｷ 02:16:36586 千葉県

1494 飯豊　雅史 ｲｲﾄﾖ ﾏｻｼ 02:18:01587 群馬県

1316 東　秀樹 ｱｽﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 02:18:46588 埼玉県

1557 青木　淳 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝ 02:18:49589 埼玉県

1965 坂巻　陽一 ｻｶﾏｷ ﾖｳｲﾁ 02:19:11ＹＯＣＣ590 埼玉県

1524 大久保　富央 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾐｵ 02:19:30591 千葉県

1553 村田　健二 ﾑﾗﾀ ｹﾝｼﾞ 02:20:10592 群馬県

1857 根岸　敦史 ﾈｷﾞｼ ｱﾂｼ 02:20:28Ｔｅａｍ　ＯＳ593 群馬県

1405 荒牧　隆浩 ｱﾗﾏｷ ﾀｶﾋﾛ 02:20:45594 群馬県

1707 加納　常充 ｶﾉｳ ﾂﾈﾐﾂ 02:21:08ヤマト595 群馬県

1806 金澤　良直 ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｼﾅｵ 02:21:36596 東京都

1323 深水　克光 ﾌｶﾐｽﾞ ｶﾂﾃﾙ 02:22:14597 埼玉県

1708 藤川　隆一 ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ 02:22:39関東高圧598 群馬県

2008 松田　克彦 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 02:23:01599 群馬県

1775 中島　隆行 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 02:23:05600 神奈川県
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1676 関本　義久 ｾｷﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 02:23:49601 神奈川県

1344 藤原　俊輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝｽｹ 02:25:12602 群馬県

1862 齋藤　洋佑 ｻｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 02:25:16ガトーフェスタ603 群馬県

1910 宮田　和真 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾏｻ 02:25:21604 埼玉県

1354 石井　陽一郎 ｲｼｲ ﾖｳｲﾁﾛｳ 02:25:33605 群馬県

1645 山崎　智也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 02:26:09606 群馬県

1388 柳澤　直希 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ 02:26:11607 埼玉県

1449 平野　誠 ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ 02:26:22608 群馬県

1312 和田　修 ﾜﾀﾞ ｵｻﾑ 02:26:48609 群馬県

1753 山田　利孝 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾀｶ 02:26:53前橋市消防局610 群馬県

1622 吉田　大作 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ 02:27:00611 群馬県

1846 後閑　達雄 ｺﾞｶﾝ ﾀﾂｵ 02:27:01中島林産（株）612 群馬県

1823 高橋　弘文 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ 02:28:49ツールド赤城613 群馬県

1530 古市　雅道 ﾌﾙｲﾁ ﾏｻﾐﾁ 02:29:21ＴｅａｍＨＴＲ614 神奈川県

1639 尾池　正典 ｵｲｹ ﾏｻﾉﾘ 02:31:14ＳＲＳＧ615 群馬県

1875 三輪　篤史 ﾐﾜ ｱﾂｼ 02:31:44616 群馬県

1859 高橋　真人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 02:32:15617 群馬県

1867 高塚　洋 ﾀｶﾂｶ ﾋﾛｼ 02:32:23618 群馬県

1915 小林　かつとし ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾄｼ 02:32:46619 群馬県

1728 堤　啓児 ﾂﾂﾐ ｹｲｼﾞ 02:36:55チーム鳥の巣620 東京都

1353 二ノ宮　啓介 ﾆﾉﾐﾔ ｹｲｽｹ 02:38:03621 群馬県

2027 内山　裕二郎 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ 02:38:20622 群馬県

2010 渡部　正剛 ﾜﾀﾍﾞ ﾏｻﾀｶ 02:38:26623 群馬県

1954 鳥島　寛志 ﾄﾘｼﾏ ﾋﾛｼ 02:38:29624 群馬県

1322 高橋　亮人 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾄ 02:39:04625 埼玉県

1371 木元　亮介 ｷﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 02:39:31ＨＢ626 群馬県

1773 本田　浩吏 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 02:39:43627 埼玉県

1610 大嶋　豊 ｵｵｼﾏ ﾕﾀｶ 02:40:23628 東京都

1331 小柳　博 ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｼ 02:40:59629 群馬県

1911 似内　敦志 ﾆﾀﾅｲ ｱﾂｼ 02:41:31630 群馬県

1629 小森　隼也 ｺﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 02:42:12631 群馬県

1692 海瀬　光彦 ｶｲｾ ﾐﾂﾋｺ 02:43:17太田簡易裁判所632 群馬県

1801 道下　周 ﾐﾁｼﾀ ｼｭｳ 02:43:39株式会社明治633 群馬県

1617 須田　博文 ｽﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 02:46:44634 群馬県

1575 岡田　義広 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 02:47:05635 群馬県

1565 寺島　智 ﾃﾗｼﾏ ｻﾄｼ 02:50:06636 東京都

1628 梅山　晃一 ｳﾒﾔﾏ ｺｳｲﾁ 02:50:09637 群馬県

1890 福地　智明 ﾌｸﾁ ﾄﾓｱｷ 02:50:25フリー638 埼玉県

2048 松本　健 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝ 02:53:18639 群馬県

1695 篠田　孝典 ｼﾉﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 02:55:27640 群馬県

1835 小原　岳明 ｵﾊﾞﾗ ﾀｹｱｷ 02:57:31641 群馬県

1884 金井　文夫 ｶﾅｲ ﾌﾐｵ 02:57:37642 群馬県

1604 佐々木　俊之 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 03:00:29643 埼玉県

1363 石井　英治 ｲｼｲ ｴｲｼﾞ 03:00:50644 千葉県

1563 木原　伸明 ｷﾊﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 03:01:55645 千葉県

1329 高岸　慎二 ﾀｶｷﾞｼ ｼﾝｼﾞ 03:02:02646 群馬県

1898 木島　伸夫 ｷｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｵ 03:03:15チームボニー647 茨城県

1800 加藤　正紀 ｶﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 03:03:34648 群馬県

1863 好田　純平 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 03:03:43ユクモ村649 群馬県

2013 田中　大資 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 03:04:56650 群馬県
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2034 平田　泰之 ﾋﾗﾀ ﾔｽﾕｷ 03:15:04ＭＴＴ651 群馬県

1479 海野　義政 ｳﾝﾉ ﾖｼﾏｻ 03:17:07クールスラスト652 群馬県

1964 前原　健一 ﾏｴﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 03:22:28前橋市議会議員653 群馬県

1301 鈴木　啓之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 03:27:44654 群馬県

2006 中島　伸一郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 03:28:32中島事務所655 群馬県
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