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2457 原田　亮 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 01:02:14ナッカラーノ1 群馬県

3107 武田　浩幸 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 01:02:32サイクルビート2 埼玉県

2992 大塚　啓示 ｵｵﾂｶ ｹｲｼﾞ 01:03:563 栃木県

2140 塚本　淳 ﾂｶﾓﾄ ｱﾂｼ 01:04:184 長野県

3051 久保田　新一 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 01:04:34ＲＣ　ＨＯＢＯ5 群馬県

3108 鈴木　誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 01:04:50BOUNCE6 埼玉県

3109 山本　二郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾛｳ 01:05:10チーム物見山7 埼玉県

2139 林崎　伸師 ﾊﾔｼｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 01:05:268 岩手県

2339 渋井　友隆 ｼﾌﾞｲ ﾕﾀｶ 01:06:07ＣＭＪ自転者通9 埼玉県

2295 新井　隆司 ｱﾗｲ ﾀｶｼ 01:06:5610 長野県

2407 阿部　秀昭 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 01:06:57バニホ11 東京都

2299 久保山　巌夫 ｸﾎﾞﾔﾏ ｲﾜｵ 01:06:5812 静岡県

2311 重田　健治 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 01:07:01重田自転車店13 群馬県

2420 小野田　哲也 ｵﾉﾀﾞ ﾃﾂﾔ 01:07:26ＦＬＲ14 東京都

2195 田村　久和 ﾀﾑﾗ ﾋｻｶｽﾞ 01:07:3215 群馬県

2702 河野　元治 ｺｳﾉ ﾓﾄﾊﾙ 01:07:3816 群馬県

2147 ＤＡＮ　ＵＮＤＥＲＷＯＯＤ ﾀﾞﾝ ｱﾝﾀﾞｰｳｯﾄﾞ 01:07:5317 埼玉県

2741 茂木　靖昭 ﾓﾃｷ ﾔｽｱｷ 01:08:04ミノムシ市川18 群馬県

2560 柴山　勝 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾏｻﾙ 01:08:36ナッカラーノ19 群馬県

2203 松崎　広一 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 01:08:40チームニルス20 茨城県

2574 若生　滋 ﾜｺｳ ｼｹﾞﾙ 01:08:59まくら21 宮城県

2252 福澤　俊幸 ﾌｸｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 01:09:12グランデパール22 群馬県

2185 水成　若夫 ﾐｽﾞﾅﾘ ﾜｶｵ 01:09:3923 兵庫県

3039 脇　昌輝 ﾜｷ ﾏｻﾃﾙ 01:10:04ＢＡＮＤＩＴＳ24 東京都

2318 平野　貴之 ﾋﾗﾉ ﾀｶｼ 01:10:0625 神奈川県

3110 塩川　直哉 ｼｵｶﾜ ﾅｵﾔ 01:10:16エキップ・ソトワール26 神奈川県

2453 本村　充 ﾓﾄﾑﾗ ﾐﾂﾙ 01:10:21中島工務店27 埼玉県

2644 小竹　潤 ｺﾀｹ ｼﾞｭﾝ 01:10:2628 群馬県

2874 杉浦　淳 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾂｼ 01:10:40チーム物見山29 埼玉県

2646 山名　英明 ﾔﾏﾅ ﾋﾃﾞｱｷ 01:10:45ｒｅｃｂｉｋｅ30 千葉県

2198 高島　誠 ﾀｶｼﾏ ﾏｺﾄ 01:10:4931 千葉県

2595 山田　英勝 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ 01:11:13ＳＣＣ＆ＧＰＫ32 群馬県

2205 岡崎　崇 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶｼ 01:11:25ラバ・ノア33 埼玉県

2569 丸山　岳人 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾋﾄ 01:11:28すみれ幼稚園34 群馬県

2579 樋口　幸夫 ﾋｸﾞﾁ ﾕｷｵ 01:11:30前橋市消防局35 群馬県

2334 松井　和宏 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾋﾛ 01:11:38ふくふく２９％36 福島県

2615 岡本　和也 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 01:11:3937 栃木県

2344 永田　秀夫 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 01:12:06チーム深谷38 埼玉県

2922 落合　克也 ｵﾁｱｲ ｶﾂﾔ 01:12:1339 栃木県

2857 横山　忠男 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｵ 01:12:1540 群馬県

2818 込山　弘光 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾛﾐﾂ 01:12:1641 神奈川県

2149 小山　治郎 ｺﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 01:12:1642 東京都

2367 小谷　陽一 ｺﾀﾆ ﾖｳｲﾁ 01:12:31オーベスト43 東京都

2258 金子　康信 ｶﾈｺ ﾔｽﾉﾌﾞ 01:12:39サイクルビート44 埼玉県

2831 村岡　優年 ﾑﾗｵｶ ﾏｻﾄｼ 01:12:43ウープス45 群馬県

2441 本田　浩一 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁ 01:12:48アバンテージュ46 栃木県

2354 申　宗均 ｼﾝ ｼﾞｮﾝｷﾞｭﾝ 01:13:05チーム物見山47 東京都

2820 村上　充男 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂｵ 01:13:16郡山ＣＦ48 福島県

2608 安部　亙 ｱﾍﾞ ﾜﾀﾙ 01:13:19オヤジ朝練49 神奈川県

3031 新井　道徳 ｱﾗｲ ﾐﾁﾉﾘ 01:13:24オッティモ50 群馬県
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2923 田中　潤 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 01:13:2451 東京都

2233 大野　善彦 ｵｵﾉ ﾖｼﾋｺ 01:13:29フラシーボ52 埼玉県

2819 斎藤　彰夫 ｻｲﾄｳ ｱｷｵ 01:13:3053 新潟県

2660 伊藤　厚 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 01:13:34ソニー厚木ＲＣ54 神奈川県

2582 阿部　有寿 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 01:13:4055 栃木県

2467 清水　浄 ｼﾐｽﾞ ｷﾖｼ 01:13:43クラブ遊輪館56 東京都

2260 木村　健一 ｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 01:13:52ＦＬＡＴＯＵＴ57 栃木県

3064 古川　浩一 ﾌﾙｶﾜ ｺｳｲﾁ 01:13:5358 東京都

2638 海老沼　豊 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾕﾀｶ 01:13:59パナソニック59 茨城県

2786 寺島　勝 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾏｻﾙ 01:14:1460 新潟県

2271 山田　展人 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ 01:14:2361 群馬県

2896 石塚　芳弘 ｲｼﾂｶ ﾖｼﾋﾛ 01:14:30オンザロード62 茨城県

2454 後藤　進 ｺﾞﾄｳ ｽｽﾑ 01:14:33風輪63 埼玉県

2631 田中　秀行 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 01:14:36静山荘倶楽部64 埼玉県

2553 高橋　現 ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ 01:14:4265 神奈川県

3099 西沢　敬二 ﾆｼｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 01:14:5666 埼玉県

2460 田口　淳 ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｼ 01:15:0367 埼玉県

2731 伊藤　博彦 ｲﾄｳ ﾋﾛﾋｺ 01:15:12桜高競輪部68 東京都

2490 原田　成人 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾙﾋﾄ 01:15:1969 東京都

2814 長澤　豊 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕﾀｶ 01:15:23ちりりんＲＣ70 東京都

2214 飯塚　亘 ｲｲﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 01:15:34りんりん71 東京都

2902 品田　浩之 ｼﾅﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 01:15:36ち～む釣吉72 埼玉県

2351 斉藤　浩二 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 01:15:4773 神奈川県

3091 尾坂　喜紀 ｵｻﾞｶ ﾖｼﾉﾘ 01:16:0074 群馬県

2440 原嶋　誠 ﾊﾗｼﾏ ﾏｺﾄ 01:16:0275 神奈川県

2343 田中　宏司 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 01:16:02チームＲ＆Ｄ76 群馬県

2611 森田　義和 ﾓﾘﾀ ﾖｼｶｽﾞ 01:16:0877 埼玉県

2332 守屋　徳治 ﾓﾘﾔ ﾄｸﾊﾙ 01:16:11みさかサイクル78 埼玉県

2950 松井　正典 ﾏﾂｲ ﾏｻﾉﾘ 01:16:16ｓｔｙｌｅ79 群馬県

2715 金子　和幸 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾕｷ 01:16:2480 群馬県

2461 小林　征司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ 01:16:2681 千葉県

2879 中島　邦久 ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾆﾋｻ 01:16:3382 群馬県

2673 ペティット　ケリー ﾍﾟﾃｨｯﾄ ｹﾘｰ 01:16:3783 群馬県

2487 塩田　隆一 ｼｵﾀ ﾘｭｳｲﾁ 01:16:41コーキ屋84 東京都

2204 正田　年仁 ｼｮｳﾀﾞ ﾄｼﾋﾄ 01:16:4685 千葉県

2384 小野　高夫 ｵﾉ ﾀｶｵ 01:16:4886 福島県

2804 河合　雅徳 ｶﾜｲ ﾏｻﾉﾘ 01:16:49ウゴー87 神奈川県

2564 松山　英治 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾊﾙ 01:16:5688 東京都

2223 秋元　正徳 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 01:16:59ＳＩＲＯ自転車89 栃木県

2728 澤口　壽一 ｻﾜｸﾞﾁ ﾄｼｲﾁ 01:17:1090 埼玉県

2988 前川　俊介 ﾏｴｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 01:17:1291 群馬県

2846 小林　康由 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾖｼ 01:17:14えいちゃんち92 埼玉県

2710 諏訪　正行 ｽﾜ ﾏｻﾕｷ 01:17:15みさかサイクル93 埼玉県

2485 臼田　誠 ｳｽﾀﾞ ﾏｺﾄ 01:17:2094 長野県

2451 井野　克彦 ｲﾉ ｶﾂﾋｺ 01:17:2195 群馬県

2958 綿貫　聡志 ﾜﾀﾇｷ ｻﾄｼ 01:17:2396 群馬県

2991 嘉瀬　康太郎 ｶｾ ｺｳﾀﾛｳ 01:17:26Ｐ．Ｋ97 群馬県

2733 石関　一則 ｲｼｾﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 01:17:2798 群馬県

2926 櫻井　勇 ｻｸﾗｲ ｲｻﾑ 01:17:27シバタレーシン99 群馬県

2257 長井　隆幸 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ 01:17:29100 埼玉県
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2356 岩淵　博史 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ 01:17:31いちごオレ101 埼玉県

2788 久保田　克文 ｸﾎﾞﾀ ｶﾂﾌﾐ 01:17:31102 長野県

2802 石井　三郎 ｲｼｲ ｻﾌﾞﾛｳ 01:17:38川越ＲＣ103 埼玉県

2385 櫻井　正人 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾄ 01:17:41104 埼玉県

2976 倉澤　清剛 ｸﾗｻﾜ ｷﾖﾀｹ 01:17:43みさか105 埼玉県

2577 北川　隆 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｼ 01:17:45106 奈良県

2119 森　直人 ﾓﾘ ﾅｵﾄ 01:17:47107 群馬県

3044 森谷　英一 ﾓﾘﾔ ｴｲｲﾁ 01:17:48重田サイクル108 群馬県

3012 大塚　慎一 ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ 01:17:50七味ホリック109 茨城県

2888 廣野　正也 ﾋﾛﾉ ﾏｻﾔ 01:17:52カネコイングス110 東京都

2657 竹内　和彦 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ 01:17:54111 東京都

2414 佐々木　敏之 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 01:17:56Ｔ　ＭａｙＢｅ112 東京都

2439 書上　正生 ｶｷｱｹﾞ ﾏｻｷ 01:17:57113 群馬県

2505 小山　哲哉 ｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ 01:18:00ナイス日本の心114 神奈川県

2231 西形　広之 ﾆｼｶﾀ ﾋﾛﾕｷ 01:18:20ＴＣＲパナマ115 群馬県

2369 五十嵐　信夫 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾌﾞｵ 01:18:26Ｓｉｇｅｎａｌ116 群馬県

2917 横澤　直人 ﾖｺｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 01:18:29117 群馬県

2330 今井　正夫 ｲﾏｲ ﾏｻｵ 01:18:34Ｓｈｉｇｅｔａ118 群馬県

2915 清水　実 ｼﾐｽﾞ ﾐﾉﾙ 01:18:38エコサイ高崎119 群馬県

2834 齋藤　幸雄 ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ 01:18:43ＴＥＭＫ★Ｋ120 群馬県

2366 村井　竜一 ﾑﾗｲ ﾘｭｳｲﾁ 01:18:52121 栃木県

2527 中村　忠司 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 01:18:54ユニテック122 埼玉県

3111 小室　順治 ｺﾑﾛ ｼﾞｭﾝｼﾞ 01:18:58123 千葉県

2218 花嶋　泰弘 ﾊﾅｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 01:18:59パフュームです124 茨城県

2294 小口　剛 ｵｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 01:19:03チームベイパー125 東京都

2914 村上　秀信 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 01:19:06うまうまビール126 群馬県

2588 今井　俊介 ｲﾏｲ ｼｭﾝｽｹ 01:19:09重田サイクル127 群馬県

2424 石倉　建也 ｲｼｸﾗ ｹﾝﾔ 01:19:10パナマレッズ128 群馬県

2602 斎藤　直樹 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 01:19:16129 群馬県

2549 城詰　美智晴 ｼﾛﾂﾞﾒ ﾐﾁﾊﾙ 01:19:17ＨＡＲＰ．ＲＣ130 群馬県

2868 内野　浩志 ｳﾁﾉ ｺｳｼﾞ 01:19:19ＳＹ－Ｎａｋ131 東京都

2780 武井　康徳 ﾀｹｲ ﾔｽﾉﾘ 01:19:20リハ・エイド132 群馬県

2148 山本　勝弘 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 01:19:20133 群馬県

3069 伊藤　孝志 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 01:19:20葱134 群馬県

2107 金井　国光 ｶﾅｲ ｸﾆﾐﾂ 01:19:21135 愛知県

3019 谷　孝行 ﾀﾆ ﾀｶﾕｷ 01:19:22からっかぜ136 群馬県

2676 山本　和正 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 01:19:25ユニテックＲＣ137 群馬県

2273 小川　英彦 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ 01:19:26138 東京都

2778 斉藤　聡 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 01:19:28139 群馬県

2863 小林　啓一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ 01:19:37140 千葉県

2262 岡本　博 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 01:19:38141 茨城県

2692 鈴木　伊久磨 ｽｽﾞｷ ｲｸﾏ 01:19:40142 神奈川県

2648 岡田　陽一 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 01:19:46143 群馬県

2951 吉田　義男 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｵ 01:19:48ＲＣ．ＨＯＢＯ144 群馬県

2130 林　和利 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾄｼ 01:19:58145 栃木県

2921 小林　良英 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾃﾞ 01:20:00146 宮城県

2437 井上　純一 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:20:01輪持久業147 埼玉県

3095 佐藤　進一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 01:20:01ＴＥＡＭＢＢＩ148 東京都

2688 小川　貴史 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ 01:20:05149 東京都

2960 横森　幹詞 ﾖｺﾓﾘ ｶﾝｼﾞ 01:20:11150 神奈川県
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2848 江本　尚夫 ｴﾓﾄ ﾋｻｵ 01:20:12151 長野県

2309 小島　茂芳 ｺｼﾞﾏ ｼｹﾞﾖｼ 01:20:14エンドルフィン152 群馬県

2937 小金平　和雄 ｺｶﾞﾈﾋﾗ ｶｽﾞｵ 01:20:18153 東京都

2534 能勢　謙介 ﾉｾ ｹﾝｽｹ 01:20:22ＴＴ１154 東京都

2168 井出　隆彦 ｲﾃﾞ ﾀｶﾋｺ 01:20:24155 長野県

3090 みつもり　あゆみ ﾐﾂﾓﾘ ｱﾕﾐ 01:20:26156 山梨県

2484 菅野　功 ｶﾝﾉ ｲｻｵ 01:20:29ベルエキップ157 宮城県

2452 坂野　安則 ｻｶﾉ ﾔｽﾉﾘ 01:20:31ＯｎｅＷａｙ158 群馬県

2106 佐々木　真治 ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ 01:20:32159 福島県

2373 阿久津　昭弘 ｱｸﾂ ｱｷﾋﾛ 01:20:34ＴＲＹ　１160 群馬県

2426 中野　幸一 ﾅｶﾉ ｺｳｲﾁ 01:20:40ＯｎｅＷａｙ161 群馬県

2740 小林　弘明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 01:20:42小林自転車店162 群馬県

2634 都丸　宏光 ﾄﾏﾙ ﾋﾛﾐﾂ 01:20:43163 埼玉県

2537 小菅　智志 ｺｽｹﾞ ｻﾄｼ 01:20:43吉岡中学校164 群馬県

2430 細谷　肇 ﾎｿﾔ ﾊｼﾞﾒ 01:20:43群馬産技セＲＣ165 群馬県

2995 町田　純一 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:20:45アルトピアノ166 埼玉県

2145 杉坂　英之進 ｽｷﾞｻｶ ｴｲﾉｼﾝ 01:20:47167 神奈川県

2781 新井　一弥 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ 01:20:47168 埼玉県

2764 須田　努 ｽﾀﾞ ﾂﾄﾑ 01:20:49ノブサップ169 群馬県

2669 永尾　吉哉 ﾅｶﾞｵ ﾖｼﾅｵ 01:20:57フォルツァ！170 栃木県

2724 長谷川　耕太郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 01:20:59171 東京都

2410 倉元　賢二 ｸﾗﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 01:20:59Ａ＆ＤＣＣ172 埼玉県

2235 松縄　要 ﾏﾂﾅﾜ ｶﾅﾒ 01:21:09173 千葉県

3081 中村　淳 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 01:21:12信州上昇森林組174 長野県

2704 川村　義登 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾄ 01:21:15エイチビーエフ175 東京都

2621 瀧澤　昭美 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾖｼ 01:21:19ラバネロ176 埼玉県

2377 中野　文雄 ﾅｶﾉ ﾌﾐｵ 01:21:19177 新潟県

2592 高野　光彰 ﾀｶﾉ ﾐﾂｱｷ 01:21:20サイクルテック178 群馬県

2862 樋熊　康則 ﾋｸﾞﾏ ﾔｽﾉﾘ 01:21:34179 千葉県

2158 坂本　剛 ｻｶﾓﾄ ﾂﾖｼ 01:21:41180 宮城県

2570 菱山　寛之 ﾋｼﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 01:21:44チームミヤザキ181 東京都

2962 仁平　信義 ﾆﾋﾗ ﾉﾌﾞﾖｼ 01:21:48ＦＬＡＴＯＵＴ182 栃木県

2752 岡上　準 ｵｶｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝ 01:21:56デライトバイク183 群馬県

2604 佐藤　隆之 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 01:21:59184 群馬県

2835 松岡　伴実 ﾏﾂｵｶ ﾄﾓﾐ 01:22:01185 群馬県

2842 鈴木　隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 01:22:08クラブＭ186 千葉県

2612 大島　光輝 ｵｵｼﾏ ﾐﾂﾃﾙ 01:22:08ＢＧＯ187 長野県

2141 山口　聖一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ 01:22:13188 千葉県

2269 近藤　良夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｵ 01:22:14ＬＥＧＯＮ189 群馬県

2861 瀧野　亮 ﾀｷﾉ ﾏｺﾄ 01:22:16（株）ヤマト190 群馬県

2234 塩田　岳彦 ｼｵﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 01:22:21ＦＡＬＣＥＴＴ191 埼玉県

3059 黒岩　誠 ｸﾛｲﾜ ﾏｺﾄ 01:22:30防災対策係192 群馬県

2832 阿久津　光信 ｱｸﾂ ﾐﾂﾉﾌﾞ 01:22:31193 東京都

2496 渡辺　修一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ 01:22:33194 群馬県

2483 小林　秀徳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 01:22:35195 埼玉県

2548 酒井　慎一 ｻｶｲ ｼﾝｲﾁ 01:22:39笠松企画196 千葉県

2647 奈田　健二 ﾅﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 01:22:42197 埼玉県

2798 池田　一豊 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄﾖ 01:22:44198 東京都

2242 町田　尚史 ﾏﾁﾀﾞ ﾋｻｼ 01:22:47ＧＰＫ199 群馬県

2824 斎藤　一郎 ｻｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ 01:22:54アルカバイク200 群馬県
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2121 足立　真 ｱﾀﾞﾁ ﾏｺﾄ 01:22:54201 神奈川県

2875 鴻巣　康則 ｺｳﾉｽ ﾔｽﾉﾘ 01:22:55Ｊ―カワサキ202 茨城県

2212 齋藤　浩樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 01:22:58203 茨城県

2248 安原　清光 ﾔｽﾊﾗ ｷﾖﾐﾂ 01:22:59204 群馬県

2969 上條　正明 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｻｱｷ 01:23:03ロングクライム205 東京都

2585 安田　明夫 ﾔｽﾀﾞ ｱｷｵ 01:23:05206 群馬県

2353 北村　大介 ｷﾀﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 01:23:09207 東京都

2290 江原　浩 ｴﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ 01:23:12ＴＥＡＭ１208 群馬県

2243 細野　博之 ﾎｿﾉ ﾋﾛﾕｷ 01:23:12チームオカピ209 群馬県

2208 田崎　将利 ﾀｻｷ ﾏｻﾄｼ 01:23:13210 東京都

2918 高木　秀祐 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｽｹ 01:23:19チーム方向音痴211 東京都

2215 亀井　雅明 ｶﾒｲ ﾏｻｱｷ 01:23:21チャリエン212 福島県

2777 横塚　有利 ﾖｺﾂﾞｶ ｱﾘﾄｼ 01:23:25チームＡＲＣ213 群馬県

2178 山沢　幸二 ﾔﾏｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 01:23:28214 新潟県

2872 松本　公三 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ 01:23:28キープライト215 愛知県

2210 嶋崎　孝夫 ｼﾏｻﾞｷ ﾀｶｵ 01:23:37216 埼玉県

2293 小林　隆幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 01:23:39217 群馬県

2202 中林　善和 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ 01:23:47218 群馬県

2907 金子　渉 ｶﾈｺ ﾜﾀﾙ 01:23:48リベルタス219 栃木県

2790 小川　昌洋 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 01:23:49220 神奈川県

2623 武藤　康司 ﾑﾄｳ ﾔｽｼ 01:23:49221 東京都

2391 石原　賢一 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 01:23:53ＫＲＴ222 群馬県

2274 小林　賢滋 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 01:24:01223 東京都

3008 山本　剛 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 01:24:02224 群馬県

2967 佐藤　猛 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 01:24:04ルミナ225 栃木県

2880 西本　裕 ﾆｼﾓﾄ ﾕﾀｶ 01:24:07Ｇ　デパール226 群馬県

2400 黒沼　徹晴 ｸﾛﾇﾏ ﾃﾂﾊﾙ 01:24:07チーム利根川227 群馬県

2191 小島　雄英 ｵｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾃﾞ 01:24:08228 群馬県

2463 小見　忠之 ｵﾐ ﾀﾀﾞﾕｷ 01:24:09鷺宮製作所229 埼玉県

2402 須田　茂則 ｽﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 01:24:11230 群馬県

2762 福島　徳幸 ﾌｸｼﾏ ﾉﾘﾕｷ 01:24:14231 群馬県

2610 清水　祐介 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 01:24:18232 東京都

2541 中澤　淳 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾂｼ 01:24:19233 東京都

2321 増島　正洋 ﾏｽｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 01:24:27ホンダまてりあ234 栃木県

2403 市川　俊彦 ｲﾁｶﾜ ﾄｼﾋｺ 01:24:36ＴＥＡＭ２５４235 埼玉県

2847 北嶋　伸 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝ 01:24:36フィンズ236 新潟県

3023 中野　泰久 ﾅｶﾉ ﾔｽﾋｻ 01:24:43237 群馬県

2767 宮嶋　啓一 ﾐﾔｼﾞﾏ ｹｲｲﾁ 01:24:52238 群馬県

2237 西條　智彦 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾄﾓﾋｺ 01:24:55フルーブ239 神奈川県

2578 小林　健司 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 01:24:58240 埼玉県

2433 米沢　忠司 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 01:25:02グルーヴサイン241 神奈川県

2760 井野　正剛 ｲﾉ ﾏｻﾀｹ 01:25:06群馬脊椎センタ242 群馬県

3026 青山　仁 ｱｵﾔﾏ ﾋﾄｼ 01:25:20243 東京都

2120 杉田　直之 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾕｷ 01:25:25244 東京都

2757 高岸　恒夫 ﾀｶｷﾞｼ ﾂﾈｵ 01:25:26Ｔｈｅカブト虫245 群馬県

2272 滝田　守由 ﾀｷﾀ ﾓﾘﾖｼ 01:25:29246 埼玉県

2486 倉澤　一孝 ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞﾀｶ 01:25:33247 山梨県

3057 星野　剛 ﾎｼﾉ ﾀｹｼ 01:25:36ＡＣＲＣ248 東京都

2132 三田村　正寛 ﾐﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 01:25:37249 神奈川県

2806 鈴木　修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 01:25:41250 東京都
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2394 吉田　剛史 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 01:25:44アヅマＣＲＴ251 埼玉県

2283 大畠　昭彦 ｵｵﾊﾀ ｱｷﾋｺ 01:25:45252 静岡県

2691 飯塚　誠 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｺﾄ 01:25:49253 群馬県

2241 高橋　修 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ 01:25:49ポレポレ254 群馬県

2901 武田　守令 ﾀｹﾀﾞ ﾓﾘﾖｼ 01:25:51255 群馬県

3084 関根　康弘 ｾｷﾈ ﾔｽﾋﾛ 01:25:56ＣＳＣ秩父256 埼玉県

2368 黒澤　弘 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛｼ 01:25:57ナッカラーノＲ257 群馬県

2789 豊田　博司 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛｼ 01:25:57Ｂｅａｃｈ１０258 東京都

2110 田中　宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 01:25:58259 神奈川県

2674 黒岩　純 ｸﾛｲﾜ ｼﾞｭﾝ 01:26:00彩クリング浦和260 埼玉県

2529 高田　嘉章 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼｱｷ 01:26:00ＫＲＴ261 群馬県

2419 丁　毅文 ﾃｲ ｲﾑﾝ 01:26:03262 東京都

2774 斉藤　利幸 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 01:26:06263 茨城県

2694 横澤　洋一 ﾖｺｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 01:26:10ノブサップ264 群馬県

2986 佐々木　太志 ｻｻｷ ﾌﾄｼ 01:26:16シクロクラブ265 千葉県

2662 金井　晃 ｶﾅｲ ｱｷﾗ 01:26:16266 長野県

2372 峯岸　茂 ﾐﾈｷﾞｼ ｼｹﾞﾙ 01:26:20267 群馬県

2388 筑井　久也 ﾂｸｲ ﾋｻﾔ 01:26:20268 群馬県

2765 小久保　大介 ｺｸﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ 01:26:22Ｒ６１０269 東京都

2297 森　正美 ﾓﾘ ﾏｻﾐ 01:26:22270 埼玉県

2116 関　国之 ｾｷ ｸﾆﾕｷ 01:26:25271 群馬県

2697 新井　真也 ｱﾗｲ ｼﾝﾔ 01:26:28ＦＢ272 埼玉県

2152 黛　敏治 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾄｼﾊﾙ 01:26:34273 群馬県

2475 上田　英二 ｳｴﾀﾞ ｴｲｼﾞ 01:26:39オンザロード274 茨城県

2442 柚木　貴昭 ﾕｳｷ ﾀｶｱｷ 01:26:40チームＹ山岳部275 埼玉県

2792 高井　俊一 ﾀｶｲ ｼｭﾝｲﾁ 01:26:42276 群馬県

2432 富澤　光夫 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾐﾂｵ 01:26:45ツインどら277 群馬県

2470 西脇　隆雄 ﾆｼﾜｷ ﾀｶｵ 01:26:45278 神奈川県

2349 市川　節弥 ｲﾁｶﾜ ｾﾂﾔ 01:26:46ラバノア279 埼玉県

2975 竹井　理 ﾀｹｲ ｵｻﾑ 01:26:46渋川管工事組合280 群馬県

3067 濱田　信夫 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 01:26:53酎煮会ＲＴ281 神奈川県

2445 佐々木　真一 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁ 01:26:57ポレポレ282 群馬県

2952 山下　信介 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｽｹ 01:26:58ＣＳＴＣ283 神奈川県

2284 吉崎　晃禎 ﾖｼｻﾞｷ ｱｷﾖｼ 01:26:59ＴＲＣパナマ284 群馬県

2216 深沢　晃司 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 01:27:08285 埼玉県

2301 桑原　隆浩 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ 01:27:08チームＤＯＣ286 東京都

2681 奈良　賢一 ﾅﾗ ｹﾝｲﾁ 01:27:12287 群馬県

2845 田中　正一郎 ﾀﾅｶ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 01:27:13ルート６１０288 東京都

2841 松澤　裕之 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 01:27:16ＥＣＵ289 千葉県

2193 高瀬　晋 ﾀｶｾ ﾉﾎﾞﾙ 01:27:23ラバ・ノア290 埼玉県

2894 星野　恒則 ﾎｼﾉ ﾂﾈﾉﾘ 01:27:31291 東京都

2966 石井　健一 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ 01:27:32我孫子ロイヤル292 千葉県

2779 在間　士将 ｻﾞｲﾏ ﾋﾄﾏｻ 01:27:35オヂサンズ293 群馬県

2586 寺島　憲一郎 ﾃﾗｼﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 01:27:37294 群馬県

3021 中村　勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 01:27:40295 群馬県

2963 助友　信夫 ｽｹﾄﾓ ﾉﾌﾞｵ 01:27:47ちーむひとり296 東京都

2199 桑子　真樹 ｸﾜｺ ﾏｻｷ 01:27:50カサブランカ297 群馬県

2651 古川　一 ﾌﾙｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 01:27:51298 埼玉県

2817 鈴木　浩 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 01:27:54グリーンパーク299 群馬県

2222 山田　智英 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ 01:28:02300 埼玉県
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2659 椛澤　剛史 ｶﾊﾞｻﾜ ﾂﾖｼ 01:28:02ＡＴＭ301 群馬県

2885 新倉　和彦 ﾆｲｸﾗ ｶｽﾞﾋｺ 01:28:03302 埼玉県

2808 谷古宇　直作 ﾔｺｳ ﾅｵｻｸ 01:28:08303 東京都

3048 林　信也 ﾊﾔｼ ｼﾝﾔ 01:28:09304 群馬県

2238 佐野　和彦 ｻﾉ ｶｽﾞﾋｺ 01:28:11かっぱ隊305 新潟県

2219 今林　昌二 ｲﾏﾊﾔｼ ｼｮｳｼﾞ 01:28:13306 千葉県

2522 浅井　尚 ｱｻｲ ﾀｶｼ 01:28:14ポレポレ307 群馬県

2853 北爪　浩之 ｷﾀﾂﾞﾒ ﾋﾛﾕｷ 01:28:14サンカク308 群馬県

2830 磯部　英明 ｲｿﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 01:28:18309 群馬県

2279 榎　裕二 ｴﾉｷ ﾕｳｼﾞ 01:28:19ＨＡＲＰ　ＲＣ310 群馬県

2209 上田　眞 ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ 01:28:19311 埼玉県

2895 橋本　淳 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 01:28:20312 群馬県

2974 青木　美紀夫 ｱｵｷ ﾐｷｵ 01:28:34学校教育課313 群馬県

2899 菊池　健也 ｷｸﾁ ｹﾝﾔ 01:28:36バッカナーレ314 群馬県

2542 佐藤　政浩 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 01:28:39315 茨城県

2701 岡部　康成 ｵｶﾍﾞ ﾔｽﾅﾘ 01:28:40316 栃木県

2211 及川　明 ｵｲｶﾜ ｱｷﾗ 01:28:40ツインどら317 群馬県

2719 塩田　栄 ｼｵﾀﾞ ｻｶｴ 01:28:50オッティモ318 茨城県

2791 久保田　政幸 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 01:28:50バッカナーレノ319 群馬県

2182 額田　多政 ﾇｶﾀ ｶｽﾞﾏｻ 01:28:51320 東京都

2890 伊藤　英夫 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 01:29:04ツインドラ321 群馬県

2737 渡部　嘉幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 01:29:06ＪＥＳＣ322 群馬県

3101 高田　晃 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ 01:29:09新町施設323 群馬県

2197 植田　一巧 ｳｴﾀ ｲｯｺｳ 01:29:10ＯＨ！風呂だー324 埼玉県

2996 吉野　崇也 ﾖｼﾉ ﾀｶﾅﾘ 01:29:12325 東京都

2328 中西　諭敬 ﾅｶﾆｼ ﾕﾀｶ 01:29:17チームオレンジ326 千葉県

2761 糸井　伸雄 ｲﾄｲ ﾉﾌﾞｵ 01:29:20327 群馬県

2747 石原　一幸 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 01:29:22328 群馬県

3113 高井　洋一 ﾀｶｲ ﾖｳｲﾁ 01:29:42329 群馬県

2247 内藤　洋志 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｼ 01:29:42330 新潟県

2181 芹川　大輔 ｾﾘｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 01:29:43331 千葉県

2668 酒井　暁彦 ｻｶｲ ﾄｷﾋｺ 01:29:45群馬県庁332 群馬県

2362 海老野　圭介 ｴﾋﾞﾉ ｹｲｽｹ 01:29:47333 群馬県

2540 佐藤　稔也 ｻﾄｳ ﾄｼﾔ 01:29:47新鮮便334 群馬県

3013 野沢　賢一 ﾉｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 01:29:49335 埼玉県

2500 伊藤　真平 ｲﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ 01:29:49スキンズ336 千葉県

2746 菅田　尚志 ｽｹﾞﾀ ﾀｶｼ 01:29:50チームおはぎ337 群馬県

2738 水島　和幸 ﾐｽﾞｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ 01:29:53ＳＯＬＤＯＵＴ338 新潟県

2800 萩原　恵一 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹｲｲﾁ 01:29:55339 群馬県

2913 伊藤　文久 ｲﾄｳ ﾌﾐﾋｻ 01:30:02340 群馬県

2416 大歳　勝也 ｵｵﾄｼ ｶﾂﾔ 01:30:04341 栃木県

3015 北原　勉 ｷﾀﾊﾗ ﾂﾄﾑ 01:30:05エレシスサイク342 栃木県

2708 古畑　裕之 ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ 01:30:07343 東京都

2458 千賀　智成 ｾﾝｶﾞ ﾄﾓﾅﾘ 01:30:07ｓｏｔｔｏ344 埼玉県

2900 宮本　幹 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷ 01:30:08345 東京都

3022 栗原　利夫 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾄｼｵ 01:30:12栗原346 群馬県

3037 大沢　邦栄 ｵｵｻﾜ ｸﾆｴｲ 01:30:12347 新潟県

2637 恩田　俊久 ｵﾝﾀﾞ ﾄｼﾋｻ 01:30:15太田市役所348 群馬県

2371 中村　義之 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 01:30:18349 埼玉県

2993 加藤　好春 ｶﾄｳ ﾖｼﾊﾙ 01:30:18ＴＲＣパナマ350 群馬県
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3096 高橋　哲也 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾔ 01:30:20351 群馬県

2456 村田　通吉 ﾑﾗﾀ ﾂﾖｼ 01:30:22352 群馬県

2597 長谷川　克樹 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂｼｹﾞ 01:30:22353 埼玉県

2374 鈴木　信行 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:30:25354 神奈川県

2725 本多　陽一 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 01:30:30355 埼玉県

2194 秋元　広行 ｱｷﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 01:30:31356 埼玉県

2633 松村　利憲 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼﾉﾘ 01:30:32357 群馬県

2129 田部　圭介 ﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 01:30:34358 新潟県

2573 堀川　一真 ﾎﾘｶﾜ ｶｽﾞﾏ 01:30:34（株）ＴＳＣ359 群馬県

2972 佐藤　直之 ｻﾄｳ ﾅｵﾕｷ 01:30:34国際バス車輪会360 埼玉県

2200 宮崎　和典 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 01:30:35361 神奈川県

2624 大塚　誠一 ｵｵﾂｶ ｾｲｲﾁ 01:30:41362 群馬県

3075 羽鳥　善文 ﾊﾄﾘ ﾖｼﾌﾐ 01:30:43363 群馬県

2281 浦沢　康二 ｳﾗｻﾜ ｺｳｼﾞ 01:30:43364 群馬県

2113 大山　浩司 ｵｵﾔﾏ ｺｳｼﾞ 01:30:44365 茨城県

3054 安藤　純 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 01:30:50366 群馬県

2981 櫻井　剛 ｻｸﾗｲ ﾂﾖｼ 01:30:50367 群馬県

2797 菅原　淳 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｼ 01:30:51ＴＮＹ自転車部368 東京都

2679 湯浅　透 ﾕｱｻ ﾄｵﾙ 01:30:54ｍｅｂｉｕｓ369 群馬県

2769 木村　雅樹 ｷﾑﾗ ﾏｻｷ 01:30:57グランペール370 長野県

2655 小林　義昌 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾏｻ 01:31:02371 群馬県

3030 小川原　勲 ｵｶﾞﾜﾊﾗ ｲｻｵ 01:31:03ＪＡＬＥＣ372 千葉県

2286 青野　裕樹 ｱｵﾉ ﾋﾛｷ 01:31:03373 東京都

2444 河野　太一 ｶﾜﾉ ﾀｲﾁ 01:31:08374 東京都

2965 強瀬　貞夫 ｺﾜｾ ｻﾀﾞｵ 01:31:13陣見山ＳＣ375 埼玉県

2497 鍋谷　由紀一 ﾅﾍﾞﾔ ﾕｷｶｽﾞ 01:31:16空っ風輪友会376 群馬県

2466 香取　直史 ｶﾄﾘ ﾅｵﾌﾐ 01:31:20377 神奈川県

2999 設永　昌広 ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 01:31:26のぶなが青果378 東京都

2711 小田嶋　喜幸 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾖｼﾕｷ 01:31:32Ｇデパール379 群馬県

2422 福岡　茂雄 ﾌｸｵｶ ｼｹﾞｵ 01:31:33ＴｅａｍＰＯＰ380 神奈川県

2748 小金井　賢二 ｺｶﾞﾈｲ ｹﾝｼﾞ 01:31:39381 群馬県

2956 田沢　克彦 ﾀｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 01:31:40382 群馬県

2607 高辻　哲哉 ﾀｶﾂｼﾞ ﾃﾂﾔ 01:31:43383 茨城県

2322 中島　好勝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ 01:31:44ＵＭＡＵＭＡ384 群馬県

2364 関口　則幸 ｾｷｸﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ 01:31:49関口紙器競走部385 群馬県

2225 亀山　正 ｶﾒﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 01:31:56亀山歯科医院386 群馬県

2455 七五三木　淳 ｼﾒｷﾞ ｱﾂｼ 01:31:57しめぎ整形外科387 群馬県

2643 大野　竹生 ｵｵﾉ ﾀｹｵ 01:31:57388 埼玉県

2324 丸山　泰弘 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 01:31:57たんばらー389 群馬県

2155 小暮　豊 ｺｸﾞﾚ ﾕﾀｶ 01:32:19390 埼玉県

2503 木戸　元久 ｷﾄﾞ ﾓﾄﾋｻ 01:32:19小嶋屋391 群馬県

2206 落合　茂 ｵﾁｱｲ ｼｹﾞﾙ 01:32:23北風と太陽392 埼玉県

2942 小田　修 ｵﾀﾞ ｵｻﾑ 01:32:25たんばらー393 群馬県

2716 奈須　勉 ﾅｽ ﾂﾄﾑ 01:32:32奈須鈑金394 群馬県

2201 天笠　善宏 ｱﾏｶﾞｻ ﾖｼﾋﾛ 01:32:32395 群馬県

2469 今中　啓二 ｲﾏﾅｶ ｹｲｼﾞ 01:32:36三原ヒルクライ396 千葉県

2421 清水　孝篤 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾄｸ 01:32:39397 群馬県

3087 間辺　広樹 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 01:32:43サブスリー398 神奈川県

2753 永沼　一也 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 01:32:44小宮レーシング399 東京都

2166 海老原　英樹 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 01:32:46400 埼玉県

Print : 2012/09/30 11:30:26Print : 2012/09/30 11:30:26Print : 2012/09/30 11:30:26Print : 2012/09/30 11:30:26 8 8 8 8 / / / / 19 19 19 19 ページページページページ Official Timer & Result By RECSOfficial Timer & Result By RECSOfficial Timer & Result By RECSOfficial Timer & Result By RECS



順位順位順位順位 ﾅﾝﾊﾅﾝﾊﾅﾝﾊﾅﾝﾊﾞ゙゙゙ｰーーー 氏氏氏氏　　　　　　　　名名名名 氏名氏名氏名氏名（（（（ｶﾅｶﾅｶﾅｶﾅ)))) 記記記記　　　　　　　　録録録録

第第第第２２２２回回回回まえばしまえばしまえばしまえばし赤城山赤城山赤城山赤城山ヒルクライム  ヒルクライム  ヒルクライム  ヒルクライム  ((((種目別種目別種目別種目別））））
2012201220122012年年年年9999月月月月30303030日日日日

県名県名県名県名所属名所属名所属名所属名

一般男子一般男子一般男子一般男子CCCC　　　　　　　　４０４０４０４０～～～～４９４９４９４９歳歳歳歳

2620 関田　充 ｾｷﾀ ﾐﾂﾙ 01:32:59ひまーず401 栃木県

2936 石原　真一 ｲｼﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 01:33:01石原フレーム402 群馬県

2340 樺山　泰二 ｶﾊﾞﾔﾏ ﾀｲｼﾞ 01:33:04403 群馬県

2693 草野　仁志 ｸｻﾉ ﾋﾄｼ 01:33:04ラバノア404 埼玉県

2395 阿部　育夫 ｱﾍﾞ ｲｸｵ 01:33:07405 群馬県

2883 久住　実 ｸｽﾐ ﾐﾉﾙ 01:33:11ＪＬＬ406 埼玉県

2180 矢野　浩之 ﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ 01:33:11407 群馬県

2192 村野　良太 ﾑﾗﾉ ﾘｮｳﾀ 01:33:15ハムスター408 埼玉県

2308 堀田　英司 ﾎｯﾀ ｴｲｼﾞ 01:33:19409 群馬県

2696 丸橋　睦 ﾏﾙﾊｼ ﾑﾂﾐ 01:33:21410 群馬県

2994 須藤　昇 ｽﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 01:33:26ポタージュ411 群馬県

2929 柳橋　閑 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ｼｽﾞｶ 01:33:27412 東京都

2667 牛込　和治 ｳｼｺﾞﾒ ｶｽﾞﾊﾙ 01:33:29とね輪クラブ413 群馬県

3005 鳥山　昭廣 ﾄﾘﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 01:33:30（有）鳥山工業414 埼玉県

2423 井田　光俊 ｲﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ 01:33:30415 静岡県

2589 塚田　哲治 ﾂｶﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 01:33:30416 茨城県

2886 手島　功 ﾃｼﾏ ｲｻｵ 01:33:30チーム　おじゃ417 群馬県

2213 石原　雅博 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 01:33:38418 群馬県

2315 松浦　雄午 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｺﾞ 01:33:40ベルエキップ419 神奈川県

2614 星野　敏行 ﾎｼﾉ ﾄｼﾕｷ 01:33:41420 新潟県

2277 神村　則孝 ｶﾐﾑﾗ ﾉﾘﾀｶ 01:33:43アシスト　アイ421 群馬県

2239 鹿内　卓也 ｼｶﾅｲ ﾀｸﾔ 01:33:49ＦＦＦ建築設計422 青森県

2526 山内　康晴 ﾔﾏｳﾁ ﾔｽﾊﾙ 01:33:52ＴｅａｍＨＴＲ423 東京都

2587 早川　正哉 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾔ 01:33:58424 群馬県

2557 原田　一美 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 01:33:59アルトピアノ425 埼玉県

2720 原澤　勝 ﾊﾗｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 01:34:06ＵＦＤ426 新潟県

2756 小林　英樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 01:34:09ＬＣモンテラッ427 茨城県

2256 小見　篤司 ｵﾐ ｱﾂｼ 01:34:11オーミーズ428 群馬県

2325 久保田　修 ｸﾎﾞﾀ ｵｻﾑ 01:34:14おつかれ夏429 群馬県

3070 今井　伸行 ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:34:21株式会社ミツバ430 群馬県

3018 林　卓巳 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 01:34:21プチアスリート431 群馬県

2768 三田　尚輝 ﾐﾀ ﾅｵｷ 01:34:22前橋市役所432 群馬県

2664 川野　朋秀 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾋﾃﾞ 01:34:23433 東京都

2718 松波　功 ﾏﾂﾅﾐ ｲｻｵ 01:34:25434 群馬県

3915 上野　嘉之 ｺｳｽﾞｹ ﾖｼﾕｷ 01:34:25435 東京都

2360 雪野　真一 ﾕｷﾉ ｼﾝｲﾁ 01:34:26ラバ・ノア436 埼玉県

2446 細田　仁 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾄｼ 01:34:30ＡＧＣ千葉437 千葉県

2291 佐藤　健也 ｻﾄｳ ｹﾝﾔ 01:34:30438 栃木県

2144 松岡　隆 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ 01:34:31439 群馬県

2982 須田　孝志 ｽﾀﾞ ﾀｶｼ 01:34:32ＭＣＴＣＯＢ会440 群馬県

2102 篠井　幸成 ｼﾉｲ ﾕｷｼｹﾞ 01:34:34441 長野県

2472 上原　教正 ｳｴﾊﾗ ﾉﾘﾏｻ 01:34:38442 群馬県

2376 飯塚　一樹 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞｷ 01:34:39443 群馬県

2985 浅野　修 ｱｻﾉ ｵｻﾑ 01:34:43444 神奈川県

2878 石関　史幸 ｲｼｾﾞｷ ﾌﾐﾕｷ 01:34:53カサブランカ445 群馬県

2884 冨川　八峰 ﾄﾐｶﾜ ﾔﾂﾎ 01:34:56ＫＵＲＯ446 東京都

2596 田所　洋貴 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｷ 01:34:59茨城県庁鉄人会447 茨城県

2871 伊熊　秀哲 ｲｸﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 01:35:01タマレンジャー448 大阪府

2649 星野　和男 ﾎｼﾉ ｶｽﾞｵ 01:35:01東亜工業（株）449 群馬県

2160 小久保　佳工 ｺｸﾎﾞ ﾖｼﾉﾘ 01:35:06450 埼玉県
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2968 高山　亮太 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 01:35:11451 群馬県

2431 前田　勝弘 ﾏｴﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 01:35:11ＴＣＣ452 長崎県

2471 浜花　利幸 ﾊﾏﾊﾅ ﾄｼﾕｷ 01:35:11お気楽倶楽部453 群馬県

2105 山口　信幸 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:35:19454 群馬県

2640 根岸　博之 ﾈｷﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 01:35:22泉野建設（株）455 群馬県

2836 香川　正明 ｶｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ 01:35:25ホンダ456 埼玉県

2520 井上　大介 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 01:35:27マグー457 群馬県

2337 塩島　健 ｼｵｼﾞﾏ ﾀｹｼ 01:35:27458 埼玉県

2850 宮寺　博一 ﾐﾔﾃﾞﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 01:35:28459 千葉県

2323 齋藤　久士 ｻｲﾄｳ ﾋｻｼ 01:35:30460 群馬県

2319 渡辺　ヒロキ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 01:35:35461 東京都

2108 渡辺　憲一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 01:35:35462 群馬県

2654 五十嵐　昭 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾗ 01:35:41産技センター463 群馬県

2524 山岸　利光 ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｼﾐﾂ 01:35:42464 東京都

2807 小澤　敏雄 ｵｻﾞﾜ ﾄｼｵ 01:35:53465 群馬県

2436 重原　克俊 ｼｹﾞﾊﾗ ｶﾂﾄｼ 01:35:56ＴＳＲ466 東京都

2264 坂本　照行 ｻｶﾓﾄ ﾃﾙﾕｷ 01:35:56呉工業467 埼玉県

2465 飯沼　雄二 ｲｲﾇﾏ ﾕｳｼﾞ 01:35:58468 群馬県

2677 手塚　孝幸 ﾃﾂｶ ﾀｶﾕｷ 01:36:04うどん　仲生469 栃木県

2288 夏目　勇介 ﾅﾂﾒ ﾕｳｽｹ 01:36:05470 東京都

2435 中島　仁志 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄｼ 01:36:06ひま～ず471 群馬県

2341 西巻　利幸 ﾆｼﾏｷ ﾄｼﾕｷ 01:36:16沖データ472 群馬県

2870 町田　啓介 ﾏﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 01:36:23デライトバイク473 群馬県

2405 田近　裕志 ﾀﾁﾞｶ ﾋﾛｼ 01:36:23ファイアリーフ474 神奈川県

2123 木暮　功 ｷｸﾞﾚ ｲｻｵ 01:36:26475 群馬県

2363 吉倉　雅明 ﾖｼｸﾗ ﾏｻｱｷ 01:36:27476 東京都

2919 佐藤　賢裕 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 01:36:28かえる耐477 群馬県

2207 稲葉　幸雄 ｲﾅﾊﾞ ﾕｷｵ 01:36:32478 東京都

2801 児玉　和宏 ｺﾀﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 01:36:34ＬＣモンテラ479 埼玉県

2939 廻谷　浩久 ﾒｸﾞﾘﾔ ﾋﾛﾋｻ 01:36:34御幸ヶ原ＳＳ480 栃木県

2782 竹内　幹雄 ﾀｹｳﾁ ﾐｷｵ 01:36:37481 群馬県

2304 山内　治 ﾔﾏｳﾁ ｵｻﾑ 01:36:42482 埼玉県

2954 小高　仁 ｺﾀｶ ﾋﾄｼ 01:36:47カオスＲＣ483 東京都

2869 須藤　永力 ｽﾄｳ ｴｲｶ 01:36:59484 埼玉県

2401 滝沢　憲一 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 01:37:00高崎高校485 群馬県

2392 佐藤　浩一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 01:37:00486 栃木県

3105 小嶋　敬二 ｺｼﾞﾏ ｹｲｼﾞ 01:37:09487 石川県

2143 坂本　秀人 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ 01:37:09488 群馬県

2536 塩野　義孝 ｼｵﾉ ﾖｼﾀｶ 01:37:10ＴＲＣパナマ489 群馬県

2448 小澤　秀一 ｵｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 01:37:12きなこもち490 埼玉県

3041 松本　貴行 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 01:37:14491 栃木県

2732 国分　泰志 ｺｸﾌﾞﾝ ﾔｽｼ 01:37:14小松軍団492 埼玉県

2533 神久　豊 ｼﾝｸ ﾕﾀｶ 01:37:17ディライト493 群馬県

2598 田上　喜裕 ﾀﾉｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 01:37:31494 埼玉県

2117 南里　昭秀 ﾅﾝﾘ ｱｷﾋﾃﾞ 01:37:31495 千葉県

2978 根岸　洋一 ﾈｷﾞｼ ﾖｳｲﾁ 01:37:40日立ＡＭＳ496 群馬県

2352 唐澤　智 ｶﾗｻﾜ ｱｷﾗ 01:37:42アリゾナ会497 群馬県

2267 稲毛　啓司 ｲﾅｹﾞ ｹｲｼﾞ 01:37:44498 千葉県

2983 渡辺　浩二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 01:37:46渡邊硝子店499 神奈川県

2849 天田　弘明 ｱﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 01:37:51500 群馬県
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2949 野村　和博 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 01:38:07501 群馬県

2583 明石　行則 ｱｶｼ ﾕｷﾉﾘ 01:38:07502 東京都

3053 田嶋　良宏 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 01:38:12503 長野県

2316 堀川　誠 ﾎﾘｶﾜ ﾏｺﾄ 01:38:22アンテ塩尻504 長野県

2355 津村　匠 ﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 01:38:23505 東京都

2492 熊本　史雄 ｸﾏﾓﾄ ﾌﾐｵ 01:38:29506 東京都

2259 伝宝　浩史 ﾃﾞﾝﾎﾟｳ ﾋﾛｼ 01:38:32Ｓｗａｃｃｈｉ507 千葉県

2865 住友　謙一 ｽﾐﾄﾓ ｹﾝｲﾁ 01:38:33508 東京都

2628 関根　和男 ｾｷﾈ ｶｽﾞｵ 01:38:35509 群馬県

2565 小川　金也 ｵｶﾞﾜ ｷﾝﾔ 01:38:35オテッィモ510 東京都

2521 金谷　野人 ｶﾅﾔ ﾉﾋﾞﾄ 01:38:38チームエコサイ511 埼玉県

2361 角田　勝美 ﾂﾉﾀﾞ ｶﾂﾐ 01:38:40512 群馬県

2571 小金山　克久 ｺｶﾞﾈﾔﾏ ｶﾂﾋｻ 01:38:41513 東京都

2375 青山　博之 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 01:38:42ＫＲＴ514 群馬県

2682 齋藤　猛志 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 01:38:44ＮＳＳＨ515 群馬県

3038 高瀬　清美 ﾀｶｾ ｷﾖﾐ 01:38:52516 群馬県

2998 三浦　茂美 ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾐ 01:38:55日野自転車部517 群馬県

2712 中田　和郎 ﾅｶﾀ ｶｽﾞｵ 01:38:55518 群馬県

3042 塚越　秀之 ﾂｶｺﾞｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 01:38:55重田サイクル519 群馬県

2313 上野　政作 ｳｴﾉ ｾｲｻｸ 01:38:58チームＳＩＡ520 栃木県

3017 梶川　健太郎 ｶｼﾞｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 01:39:07521 神奈川県

2873 森川　知久 ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓﾋｻ 01:39:19522 群馬県

2142 小林　弘明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 01:39:20523 栃木県

3106 柴　唯啓 ｼﾊﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 01:39:25524 埼玉県

2146 吉田　孝則 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 01:39:30525 群馬県

2525 福島　聡 ﾌｸｼﾏ ｻﾄｼ 01:39:37526 群馬県

3074 鈴木　紀雄 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｵ 01:39:43527 栃木県

2429 黒須　雅則 ｸﾛｽ ﾏｻﾉﾘ 01:39:44528 栃木県

2730 田巻　加寿夫 ﾀﾏｷ ｶｽﾞｵ 01:39:48529 新潟県

3077 富田　薫 ﾄﾐﾀ ｶｵﾙ 01:39:49富田530 埼玉県

3062 滝川　雅博 ﾀｷｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 01:39:49渡辺製作所531 群馬県

2177 栗原　正樹 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾏｻｷ 01:39:51532 群馬県

2723 柳　賢太郎 ﾔﾅｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 01:39:51一本橋533 群馬県

2357 小寺　新吾 ｺﾃﾞﾗ ｼﾝｺﾞ 01:39:56534 群馬県

2552 戸ケ崎　安弘 ﾄｶﾞｻｷ ﾔｽﾋﾛ 01:39:57535 群馬県

2495 柿栖　力 ｶｷｽ ﾂﾄﾑ 01:39:58536 栃木県

2943 西村　賢一 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 01:39:59537 神奈川県

2112 新井　正樹 ｱﾗｲ ﾏｻｷ 01:40:03538 神奈川県

2803 川中子　雅夫 ｶﾜﾅｺﾞ ﾏｻｵ 01:40:07桐生明治製作所539 群馬県

2409 加藤　誠 ｶﾄｳ ﾏｺﾄ 01:40:08540 群馬県

2390 原　幸一 ﾊﾗ ｺｳｲﾁ 01:40:09ＭＡ３541 群馬県

2575 紋谷　智 ﾓﾝﾔ ｻﾄｼ 01:40:09542 群馬県

2910 田辺　聡 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 01:40:13543 埼玉県

2726 杉木　和司 ｽｷﾞｷ ｶｽﾞｼ 01:40:21544 埼玉県

2508 木澤　敏明 ｷｻﾞﾜ ﾄｼｱｷ 01:40:25545 栃木県

2616 佐川　久雄 ｻｶﾞﾜ ﾋｻｵ 01:40:26双葉会546 千葉県

2443 山岸　裕司 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｼﾞ 01:40:32547 千葉県

3024 日向野　裕之 ﾋｶﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ 01:40:33548 群馬県

2946 成田　直人 ﾅﾘﾀ ﾅｵﾄ 01:40:35ＴＲＹ１549 群馬県

2599 常木　孝彦 ﾂﾈｷ ﾀｶﾋｺ 01:40:39550 埼玉県
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2911 平林　知巳 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 01:40:41ラブリバーＪＣ551 群馬県

2530 堀米　伸彦 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾉﾌﾞﾋｺ 01:40:44チーム荒尾552 群馬県

2580 田村　一雄 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｵ 01:40:44高崎サバ筋部553 群馬県

2406 田中　秀和 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 01:40:47554 群馬県

3032 斉藤　慎一 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 01:40:49555 群馬県

2499 田中　直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 01:40:49556 群馬県

2706 牧　賢二 ﾏｷ ｹﾝｼﾞ 01:40:56Ｓｗａｃｃｈｉ557 千葉県

2636 嘉藤　光雄 ｶﾄｳ ﾐﾂｵ 01:41:05558 埼玉県

2447 大川　聡 ｵｵｶﾜ ｻﾄｼ 01:41:06559 埼玉県

2829 遠山　和幸 ﾄｵﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 01:41:11ルート６１０560 東京都

2427 大谷　準也 ｵｵﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾔ 01:41:13チームオレンジ561 茨城県

2305 友部　隆志 ﾄﾓﾍﾞ ﾀｶｼ 01:41:21チームニルス562 茨城県

2984 大村　暁 ｵｵﾑﾗ ｻﾄﾙ 01:41:22563 群馬県

2473 柴田　和明 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｱｷ 01:41:28チャリエン564 福島県

2217 新井　秀行 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 01:41:32セントラル高崎565 群馬県

2953 東原　佑介 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾕｳｽｹ 01:41:35川口車連566 埼玉県

2411 高道　章 ﾀｶﾐﾁ ｱｷﾗ 01:41:35567 群馬県

2739 鐵岩　隆 ﾃﾂｲﾜ ﾀｶｼ 01:41:39東戸塚アート568 神奈川県

2594 松尾　浩司 ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞ 01:41:45569 神奈川県

3076 豊岡　亘 ﾄﾖｵｶ ﾜﾀﾙ 01:41:49570 千葉県

2370 近藤　崇寿 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾄｼ 01:41:55ミツバ571 群馬県

2799 平沼　宏一 ﾋﾗﾇﾏ ｺｳｲﾁ 01:41:55ＵＣＣ572 埼玉県

2174 久保　達也 ｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 01:41:56573 群馬県

2513 鶴田　浩史 ﾂﾙﾀ ﾋﾛｼ 01:41:56574 栃木県

2114 福田　正之 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 01:42:00575 群馬県

3102 久保田　理憲 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾁﾉﾘ 01:42:01ＯＮＥＷＡＹ576 埼玉県

2973 高橋　知一 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶｽﾞ 01:42:03577 埼玉県

2905 櫻木　太 ｻｸﾗｷﾞ ﾌﾄｼ 01:42:05578 群馬県

2945 向山　正彦 ﾑｺｳﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 01:42:14ＴＲＣパナマ579 群馬県

2154 松本　明久 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋｻ 01:42:15580 群馬県

3010 竹内　克記 ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾉﾘ 01:42:15581 群馬県

2127 因藤　靖久 ｲﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋｻ 01:42:34582 埼玉県

2714 東原　健介 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｹﾝｽｹ 01:42:35川口車連583 埼玉県

2413 近藤　顕 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 01:42:51584 群馬県

2150 中田　喜之 ﾅｶﾀ ﾖｼﾕｷ 01:42:58585 群馬県

2821 近藤　俊夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ 01:43:07586 埼玉県

2378 羽鳥　節男 ﾊﾄﾘ ｾﾂｵ 01:43:12ＮＴＴ東日本587 埼玉県

2481 飯島　隆平 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｭｳﾍｲ 01:43:13588 群馬県

2133 若井　晃 ﾜｶｲ ｱｷﾗ 01:43:17589 新潟県

2135 野田　忠広 ﾉﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 01:43:23590 群馬県

2380 中村　貴之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 01:43:25591 東京都

2134 味蓼　啓升 ﾐﾀﾃﾞ ｹｲｽｹ 01:43:28592 群馬県

2785 石黒　猛雄 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｹｵ 01:43:29593 東京都

2877 大島　政昭 ｵｵｼﾏ ﾏｻｱｷ 01:43:29走る詩人の会594 群馬県

2567 岡田　修 ｵｶﾀﾞ ｵｻﾑ 01:43:30595 埼玉県

3061 林　吉勝 ﾊﾔｼ ﾖｼｶﾂ 01:43:34ＴＲＣパナマ596 群馬県

2840 黛　幸雄 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾕｷｵ 01:43:38597 群馬県

2940 飯島　豊 ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾀｶ 01:43:43ぽたーじゅ598 群馬県

2535 永井　孝男 ﾅｶﾞｲ ﾀｶｵ 01:43:46タカオガレージ599 群馬県

2171 藤井　健一 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｲﾁ 01:43:51600 神奈川県
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2488 下山　正 ｼﾓﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 01:43:53601 群馬県

2554 菅生　淳 ｽｺﾞｳ ｼﾞｭﾝ 01:43:56602 東京都

2404 大川　康 ｵｵｶﾜ ﾔｽｼ 01:43:59藤崎エスシー603 千葉県

2326 長沼　俊幸 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾄｼﾕｷ 01:44:23上里ファスバイ604 埼玉県

3073 荒木　信彦 ｱﾗｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 01:44:24605 埼玉県

2658 木村　義雄 ｷﾑﾗ ﾖｼｵ 01:44:29重田サイクル606 群馬県

2546 後藤　強 ｺﾞﾄｳ ﾂﾖｼ 01:44:32若607 群馬県

2126 菊原　高明 ｷｸﾊﾗ ﾀｶｱｷ 01:44:36608 群馬県

2261 永橋　信隆 ﾅｶﾞﾊｼ ﾉﾌﾞﾀｶ 01:44:45ＷＦＣ609 神奈川県

2275 菱木　知郎 ﾋｼｷ ﾄﾓﾛｳ 01:44:49610 千葉県

2289 加藤　拓 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 01:44:49前橋市役所611 群馬県

2744 柳澤　知則 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 01:44:50丸三飲料運動部612 群馬県

2684 山崎　祐介 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 01:44:55みさかサイクル613 埼玉県

2551 佐藤　晃久 ｻﾄｳ ﾃﾙﾋｻ 01:45:10614 埼玉県

2891 坂　義実 ﾊﾞﾝ ﾖｼﾐ 01:45:16615 東京都

2979 渡辺　昇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ 01:45:17616 埼玉県

3009 小林　祥晴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾊﾙ 01:45:27三陽617 群馬県

2641 関口　和明 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞｱｷ 01:45:37ウラノ618 群馬県

2763 佐藤　真太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 01:45:40マーズフラッグ619 東京都

3027 荒木　健司 ｱﾗｷ ｹﾝｼﾞ 01:45:41620 群馬県

2784 高橋　孝樹 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 01:45:51621 群馬県

2156 金子　朋之 ｶﾈｺ ﾄﾓﾕｷ 01:45:52622 群馬県

3916 武田　大輔 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 01:45:53623

2713 山崎　昇 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 01:45:55624 埼玉県

2282 木暮　健 ｺｸﾞﾚ ﾀｹｼ 01:46:06協和補償コン625 群馬県

3004 荻野　義幸 ｵｷﾞﾉ ﾖｼﾕｷ 01:46:08626 群馬県

2512 清水　悟巳 ｼﾐｽﾞ ｻﾄﾐ 01:46:09ＦＦ４０ｓ627 千葉県

2287 栗原　二郎 ｸﾘﾊﾗ ｼﾞﾛｳ 01:46:09628 群馬県

2382 中野　和彦 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾋｺ 01:46:12629 群馬県

2532 米森　純 ﾖﾈﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 01:46:14630 群馬県

3033 青木　勝巳 ｱｵｷ ｶﾂﾐ 01:46:17631 群馬県

2153 新井　洋 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ 01:46:32632 群馬県

2507 伊藤　秀次 ｲﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 01:46:35633 群馬県

2909 勝山　佳典 ｶﾂﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 01:46:36夢☆馳輻浬634 埼玉県

2815 田中　祐二 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 01:46:40日立ＡＭＳ635 群馬県

2928 横田　義明 ﾖｺﾀ ﾖｼｱｷ 01:46:55科学飼料研究所636 群馬県

2151 加藤　芳男 ｶﾄｳ ﾖｼｵ 01:47:01637 石川県

2511 福田　正 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 01:47:04峠クラブ638 埼玉県

2793 片貝　伸生 ｶﾀｶｲ ﾉﾌﾞｵ 01:47:08639 群馬県

2843 宮本　昌典 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 01:47:12ゆきうさぎ640 群馬県

2670 大野　喜裕 ｵｵﾉ ﾖｼﾋﾛ 01:47:40641 茨城県

2970 橋本　英重 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｼｹﾞ 01:47:49青山双輪會642 東京都

3063 上野　剛志 ｳｴﾉ ﾀｶｼ 01:47:49643 栃木県

2749 鈴木　雅雄 ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ 01:47:51センティリオン644 埼玉県

2931 阿部　剛 ｱﾍﾞ ﾂﾖｼ 01:48:07三栄運輸645 群馬県

2528 岡庭　幸喜 ｵｶﾆﾜ ｺｳｷ 01:48:08ＴＲＣパナマ646 群馬県

3045 西森　豊 ﾆｼﾓﾘ ﾕﾀｶ 01:48:43オヂザンズ647 群馬県

2336 中川　雅之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 01:48:44648 東京都

2220 古家　一浩 ﾌﾙﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 01:48:49清水建設649 東京都

2128 瀬戸　和弘 ｾﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 01:48:51650 埼玉県
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2619 濱田　徹 ﾊﾏﾀﾞ ﾃﾂ 01:48:55ＨＲＦ651 群馬県

2680 渡邉　純一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:49:04ＧＳユアサ652 群馬県

2253 高橋　正彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 01:49:10ボレアス653 群馬県

2672 宇津木　芳明 ｳﾂｷﾞ ﾖｼｱｷ 01:49:16654 群馬県

2854 菊池　朗 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 01:49:22655 神奈川県

2944 神澤　義明 ｶﾝｻﾞﾜ ﾖｼｱｷ 01:49:25オヂザンズ656 群馬県

2236 北野　誠信 ｷﾀﾉ ｷﾖﾉﾌﾞ 01:49:26657 神奈川県

2310 野口　俊也 ﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾔ 01:49:26あべーズ658 東京都

3904 島田　渉 ｼﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 01:49:28659 群馬県

2517 須藤　博史 ｽﾄｳ ﾋﾛｼ 01:49:29660 群馬県

2240 柳　克也 ﾔﾅｷﾞ ｶﾂﾔ 01:49:32北風と太陽661 埼玉県

3052 二神　義弘 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 01:49:37ＹＯＣ662 東京都

2813 福島　毅 ﾌｸｼﾏ ﾀｹｼ 01:49:38663 群馬県

2742 中山　尚洋 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 01:49:40セイコーレジン664 群馬県

2695 生井　啓道 ﾅﾏｲ ﾋﾛﾐﾁ 01:49:50665 栃木県

2383 林　孝 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ 01:49:53よろしく竹島666 茨城県

2925 山藤　智史 ｻﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 01:49:54667 群馬県

2263 三瓶　尚史 ｻﾝﾍﾟｲ ﾋｻｼ 01:49:57ソルモンターレ668 神奈川県

2244 川野　貴弘 ｶﾜﾉ ﾀｶﾋﾛ 01:49:58669 新潟県

2167 南波　健治 ﾅﾝﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 01:50:19670 新潟県

2118 立花　宣高 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾌﾞﾀｶ 01:50:20671 東京都

2856 安齋　要 ｱﾝｻﾞｲ ｶﾅﾒ 01:50:31672 群馬県

2838 坂下　寿直 ｻｶｼﾀ ﾄｼﾅｵ 01:50:38673 群馬県

2493 原　和幸 ﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 01:50:41674 埼玉県

2770 柴本　和巳 ｼﾊﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 01:50:45柴山建設675 群馬県

2562 渡辺　隆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 01:50:58676 群馬県

2550 川崎　政人 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾋﾄ 01:51:00越後銀輪ＢＣ倶677 新潟県

2333 細貝　賢二 ﾎｿｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ 01:51:07678 埼玉県

2415 前村　宜孝 ﾏｴﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 01:51:15679 埼玉県

2348 野出　諭 ﾉﾃﾞ ｻﾄｼ 01:51:18アイリス680 群馬県

2626 飯野　光久 ｲｲﾉ ﾐﾂﾋｻ 01:51:39株式会社ミツバ681 群馬県

2398 清水　秀人 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾄ 01:51:41サンデン682 群馬県

2428 細野　勝 ﾎｿﾉ ﾏｻﾙ 01:51:48683 群馬県

2327 栗橋　透 ｸﾘﾊｼ ﾄｵﾙ 01:51:54アンポンタンズ684 埼玉県

2773 島村　俊哉 ｼﾏﾑﾗ ﾄｼﾔ 01:52:02リベンジ９９685 東京都

2183 佐藤　仁 ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 01:52:06686 埼玉県

2179 友野　忠昭 ﾄﾓﾉ ﾀﾀﾞｱｷ 01:52:17687 新潟県

2408 吉田　哲 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂ 01:52:24東和銀行蕨支店688 埼玉県

2563 吉永　博之 ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 01:52:35689 埼玉県

3036 高橋　勇人 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 01:52:39北橘690 群馬県

2111 前原　淳一 ﾏｴﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:52:39691 群馬県

2359 齋藤　理一郎 ｻｲﾄｳ ﾘｲﾁﾛｳ 01:52:42692 群馬県

2251 坂西　成人 ｻｶﾆｼ ﾅﾙﾋﾄ 01:52:55ＴＪＳＣ693 群馬県

2743 飯塚　聖士 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻﾋﾄ 01:52:56694 群馬県

2866 前田　敏広 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 01:53:19アンチ・メタボ695 群馬県

2175 跡部　賢一 ｱﾄﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 01:53:45696 東京都

2510 佐藤　健 ｻﾄｳ ｹﾝ 01:53:50697 千葉県

2393 西村　渉 ﾆｼﾑﾗ ﾜﾀﾙ 01:53:53698 群馬県

2987 遠藤　暢司 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 01:54:08髭男爵699 新潟県

3100 勝呂　卓 ｽｸﾞﾛ ﾀｶｼ 01:54:18700 東京都
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2265 野島　弘邦 ﾉｼﾞﾏ ﾋﾛｸﾆ 01:54:44701 東京都

2852 吉井　幹 ﾖｼｲ ｶﾝ 01:54:58702 東京都

3055 小島　金士 ｺｼﾞﾏ ｶﾈﾋﾄ 01:54:59703 群馬県

2480 新井　誠 ｱﾗｲ ﾏｺﾄ 01:55:15ＷＣＣ　ＯＢ会704 埼玉県

2504 渡邉　良行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 01:55:26ＮＴＴＣＯＭ705 東京都

2627 堀田　雄一 ﾎｯﾀ ﾕｳｲﾁ 01:55:40ＴＳＲ706 千葉県

2568 丸田　卓 ﾏﾙﾀ ﾀｶｼ 01:55:44越後銀輪ＢＣ707 新潟県

3025 内川　益男 ｳﾁｶﾜ ﾏｽｵ 01:55:55708 埼玉県

2556 仲尾　周 ﾅｶｵ ﾏｺﾄ 01:55:56仲生自転部709 栃木県

3078 清水　正実 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾐ 01:55:56グッドウイン710 群馬県

2822 岡田　昭夫 ｵｶﾀﾞ ｱｷｵ 01:55:57ティーピー711 群馬県

2312 波呂　啓介 ﾊﾛ ｹｲｽｹ 01:56:00重田ＣＣ712 群馬県

2462 小沢　昌彦 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 01:56:06上州鉄人会713 群馬県

3080 岩田　孝之 ｲﾜﾀ ﾀｶﾕｷ 01:56:21スワンネック714 埼玉県

2314 斉田　哲哉 ｻｲﾀ ﾃﾂﾔ 01:56:37715 東京都

3050 民上　英俊 ﾐｶﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ 01:56:37716 栃木県

2727 濱田　和以 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ 01:56:44ＴＭＳ717 埼玉県

2266 武藤　浩史 ﾑﾄｳ ｺｳｼﾞ 01:56:58チームふたば718 群馬県

2576 小川　直行 ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 01:57:02719 群馬県

2317 青木　二郎 ｱｵｷ ｼﾞﾛｳ 01:57:03ノスモーキンス720 栃木県

2809 小林　克久 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋｻ 01:57:05721 群馬県

2796 本郷　信孝 ﾎﾝｺﾞｳ ﾉﾌﾞﾀｶ 01:57:12722 群馬県

2603 伏島　利行 ﾌｾｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 01:57:14ミツバ723 群馬県

2531 蝦名　格 ｴﾋﾞﾅ ｲﾀﾙ 01:57:48724 群馬県

2278 田野　徹 ﾀﾉ ﾄｵﾙ 01:57:56ＷＣＣ　ＯＢ会725 埼玉県

3049 町田　左喜男 ﾏﾁﾀﾞ ｻｷｵ 01:58:01726 東京都

2184 藤田　潤一 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:58:04727 群馬県

2250 大槻　裕司 ｵｵﾂｷ ﾕｳｼﾞ 01:58:07コムリン728 東京都

2750 星野　護 ﾎｼﾉ ﾏﾓﾙ 01:58:09729 群馬県

3065 小林　一雅 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏｻ 01:58:09ＫＲＴ730 群馬県

3112 宮下　耕次 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｼﾞ 01:58:37731 群馬県

2412 峰岸　健 ﾐﾈｷﾞｼ ｹﾝ 01:58:49732 群馬県

2650 小松　健悦 ｺﾏﾂ ﾀｹﾖｼ 01:58:52ＡＣＲＣ733 東京都

2502 鈴木　隆広 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 01:58:55734 東京都

2115 安田　輝 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾗ 01:59:02735 東京都

2665 渡　智弘 ﾜﾀﾙ ﾄｼﾋﾛ 01:59:03736 群馬県

2559 小林　洋文 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ 01:59:13737 群馬県

2418 金　成道 ｷﾝ ｿﾝﾄﾞ 01:59:22瑞江整形外科738 東京都

2889 石間　経章 ｲｼﾏ ﾂﾈｱｷ 01:59:29エネ４739 群馬県

2698 石井　出穂 ｲｼｲ ｲｽﾞﾎ 01:59:39チームヒジリ740 群馬県

3016 竹内　健 ﾀｹｳﾁ ｹﾝ 01:59:41あゆは急送741 千葉県

2989 志方　乃作 ｼｶﾀ ﾉｻｸ 01:59:44742 群馬県

3001 大塚　守 ｵｵﾂｶ ﾏﾓﾙ 01:59:48743 群馬県

2734 長塚　利春 ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼﾊﾙ 01:59:49744 東京都

2345 金井　雅之 ｶﾅｲ ﾏｻﾕｷ 01:59:52ＯＴＣＣ745 群馬県

2683 安岡　顕人 ﾔｽｵｶ ｱｷﾋﾄ 01:59:52前橋工科大学746 群馬県

3913 木村　剛 ｷﾑﾗ ﾂﾖｼ 01:59:54747 埼玉県

2600 岡部　正 ｵｶﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 01:59:57海賊ラーメン748 神奈川県

2859 小原　弘 ｵﾊﾗ ﾋﾛｼ 02:00:01高田製薬（株）749 埼玉県

2523 高萩　正幸 ﾀｶﾊｷﾞ ﾏｻﾕｷ 02:00:06750 群馬県
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2186 唐澤　淳一 ｶﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 02:00:09751 群馬県

2292 伊倉　芳昭 ｲｸﾗ ﾖｼｱｷ 02:00:16752 群馬県

2630 夛田　照雄 ﾀﾀﾞ ﾃﾙｵ 02:00:27チームたま753 埼玉県

2320 山田　博史 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 02:00:33754 群馬県

2109 中澤　亨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 02:00:39755 群馬県

2858 新井　博 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ 02:01:01荒子自転車部756 群馬県

2930 齋藤　浩幸 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 02:01:09757 宮城県

3047 山中　伸一朗 ﾔﾏﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 02:01:11岩澤建設（株）758 栃木県

2678 井戸　健之 ｲﾄﾞ ﾀｹﾕｷ 02:01:18とね輪クラブ759 群馬県

3068 古谷　義行 ﾌﾙﾔ ﾖｼﾕｷ 02:01:24760 群馬県

2224 新井　修一 ｱﾗｲ ｼｭｳｲﾁ 02:01:29ＯｎｅＷａｙ761 群馬県

2833 荒井　昌泰 ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 02:01:34髭男爵762 新潟県

2335 今関　隆 ｲﾏｾﾞｷ ﾀｶｼ 02:01:36763 千葉県

2893 増渕　孝行 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 02:01:37アモーレコルサ764 栃木県

2653 加納　栄一 ｶﾉｳ ｴｲｲﾁ 02:01:45ホシデン765 群馬県

2389 小山田　和見 ｵﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 02:01:45766 栃木県

2776 八重樫　秀 ﾔｴｶﾞｼ ｼｭｳ 02:01:49リトル時沢767 群馬県

2601 金光　優典 ｶﾈﾐﾂ ﾏｻﾉﾘ 02:02:01オカゼリ薬局768 群馬県

3079 今牧　啓二 ｲﾏﾏｷ ｹｲｼﾞ 02:02:15ＭＡＣ769 埼玉県

2997 森　啓一 ﾓﾘ ｹｲｲﾁ 02:02:25もり歯科・矯正770 群馬県

2828 大原　修司 ｵｵﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 02:02:32ＬＥ　ＣＩＥＬ771 群馬県

2285 成重　崇 ﾅﾘｼｹﾞ ﾀｶｼ 02:02:41772 群馬県

2173 生形　利也 ｳﾌﾞｶﾀ ﾄｼﾔ 02:02:51773 群馬県

2346 藤井　一宏 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋﾛ 02:02:54ＣＭＫ．ＣＣ774 埼玉県

3003 赤塚　眞 ｱｶﾂｶ ｼﾝ 02:03:02775 東京都

2898 馬場　健 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝ 02:03:04776 東京都

2837 津久井　昭 ﾂｸｲ ｱｷﾗ 02:03:05ニコンサイスポ777 群馬県

2399 米沢　弘幸 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 02:03:09778 群馬県

2479 萩原　由之 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼﾕｷ 02:03:31北風と太陽779 埼玉県

2903 逸見　雅彦 ﾍﾝﾐ ﾏｻﾋｺ 02:03:32780 埼玉県

2613 古溝　勝信 ｺﾐｿﾞ ｶﾂﾉﾌﾞ 02:03:41ＲＣＨＯＢＯ781 群馬県

2350 石橋　達哉 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ 02:03:51●小田急バス●782 東京都

2839 天笠　博之 ｱﾏｶﾞｻ ﾋﾛﾕｷ 02:04:16チームおはぎ783 群馬県

2137 岩崎　俊晴 ｲﾜｻｷ ﾄｼﾊﾙ 02:04:16784 群馬県

2622 金山　英明 ｶﾅﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 02:04:36前橋イタリア会785 群馬県

2518 藤村　等 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾄｼ 02:04:48786 埼玉県

2464 小谷野　哲也 ｺﾔﾉ ﾃﾂﾔ 02:04:53787 群馬県

3000 若井　康弘 ﾜｶｲ ﾔｽﾋﾛ 02:04:57マルキュウ788 群馬県

3040 岡本　哲治 ｵｶﾓﾄ ﾃﾂｼﾞ 02:04:58789 東京都

3104 津田　伸哉 ﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ 02:05:03790 東京都

2721 小貫　武史 ｵﾇｷ ﾀｹｼ 02:05:18791 群馬県

2477 鈴木　紀哉 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾁｶ 02:05:38792 埼玉県

2754 小林　昌明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ 02:06:08793 群馬県

2506 朝日　敏之 ｱｻﾋ ﾄｼﾕｷ 02:06:10宝酒造陸上部794 群馬県

2270 戸谷　直樹 ﾄﾔ ﾅｵｷ 02:06:20Ｇｅｅ　Ｂｅｅ795 群馬県

2157 山本　直明 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｱｷ 02:06:29796 栃木県

2755 渋澤　直樹 ｼﾌﾞｻﾜ ﾅｵｷ 02:06:31ＧＳユアサ797 群馬県

2122 樺澤　信幸 ｶﾊﾞｻﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 02:07:00798 群馬県

3083 田中　美喜雄 ﾀﾅｶ ﾐｷｵ 02:07:05パナマレッツ799 群馬県

2584 東野　憲生 ﾋｶﾞｼﾉ ﾉﾘｵ 02:07:06800 群馬県
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3002 大橋　弘 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｼ 02:07:09大橋クリーニン801 群馬県

2606 関　一政 ｾｷ ｶｽﾞﾏｻ 02:07:10ちーむはだエプ802 埼玉県

2881 吉田　章 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 02:07:15803 埼玉県

2476 吉井　敏 ﾖｼｲ ｻﾄｼ 02:07:30804 群馬県

2138 宇佐美　勝輝 ｳｻﾐ ｶﾂﾃﾙ 02:07:31805 群馬県

2516 野村　弘 ﾉﾑﾗ ﾋﾛｼ 02:07:32ＮＯＭＵＲＡ806 埼玉県

2805 黛　博雄 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾋﾛｵ 02:07:55まゆずみこども807 群馬県

2971 中野　徹 ﾅｶﾉ ﾄｵﾙ 02:07:57808 栃木県

2959 山本　康弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 02:08:37809 神奈川県

3011 狩野　章 ｶﾉｳ ｱｷﾗ 02:08:49810 群馬県

2164 河野　充雅 ｺｳﾉ ﾐﾂﾏｻ 02:09:07811 東京都

3066 大倉　英樹 ｵｵｸﾗ ｴｲｼﾞ 02:09:28チーム二十812 群馬県

2629 神田　智彦 ｶﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ 02:09:29813 埼玉県

2729 黒崎　輝久 ｸﾛｻｷ ﾃﾙﾋｻ 02:09:53ｔ－ＡＲＣ前橋814 群馬県

2104 久保田　健司 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 02:09:54815 長野県

2855 小山　哲 ｺﾔﾏ ﾃﾂ 02:10:05816 群馬県

2417 関本　和幸 ｾｷﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 02:10:14ＳＣＣ817 群馬県

2221 川北　晃裕 ｶﾜｷﾀ ｱｷﾋﾛ 02:10:19818 東京都

2358 武井　佳之 ﾀｹｲ ﾖｼﾕｷ 02:10:30マルキュウ819 群馬県

3082 冨沢　哲夫 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾃﾂｵ 02:10:45820 東京都

3058 橋本　文章 ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐｱｷ 02:10:54821 栃木県

2759 工藤　けいた ｸﾄﾞｳ ｹｲﾀ 02:11:02822 埼玉県

2860 中山　哲也 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾂﾔ 02:11:09823 東京都

2232 宮本　修 ﾐﾔﾓﾄ ｵｻﾑ 02:11:17（＾－＾）／824 千葉県

2230 河野　泰久 ｺｳﾉ ﾔｽﾋｻ 02:11:30825 群馬県

2961 芹川　直紀 ｾﾘｶﾜ ﾅｵｷ 02:11:32ベアバレ826 埼玉県

2468 中村　宏 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 02:11:35827 埼玉県

2825 石井　博 ｲｼｲ ﾋﾛｼ 02:11:39ｔｅａｍ．３１828 埼玉県

2172 金井　豊光 ｶﾅｲ ﾄﾖﾐﾂ 02:11:44829 東京都

2811 高橋　統 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ 02:12:37830 埼玉県

2699 野中　孝幸 ﾉﾅｶ ﾀｶﾕｷ 02:12:59日本フィールド831 群馬県

3092 三浦　正奈大 ﾐｳﾗ ﾏｻﾅｵ 02:13:00ＲＴＭ832 群馬県

2771 伏島　努 ﾌｾｼﾞﾏ ﾂﾄﾑ 02:13:03ノブサップ833 群馬県

2947 田中　政明 ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ 02:13:36834 群馬県

2882 吉田　毅 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 02:13:45835 埼玉県

2229 阿部　宏 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 02:13:46836 埼玉県

2544 藤原　一章 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ 02:14:08チームＳＩＡ837 栃木県

2245 吉田　日都士 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ 02:15:05たまち～ず838 埼玉県

2609 下道　隆二 ｼﾀﾐﾁ ﾘｭｳｼﾞ 02:16:27839 千葉県

2990 清水　和浩 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 02:16:32840 宮城県

2735 中島　克好 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾖｼ 02:16:38サンデン841 群馬県

2555 中里　彰宏 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｷﾋﾛ 02:17:27Ｔ．ＣＯＣＯ842 群馬県

3007 戸羽　正己 ﾄﾊﾞ ﾏｻﾐ 02:17:38843 東京都

2933 桑原　和行 ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾕｷ 02:17:41前橋工科大学844 群馬県

3906 松島　伸安 ﾏﾂｼﾏ ﾉﾌﾞﾔｽ 02:17:56845 群馬県

2908 宮脇　覚 ﾐﾔﾜｷ ｻﾄﾙ 02:18:04846 群馬県

2844 栗田　武 ｸﾘﾀ ﾀｹｼ 02:18:11847 群馬県

3046 土居　篤史 ﾄﾞｲ ｱﾂｼ 02:18:14スズキ自販群馬848 群馬県

2226 伴　卓 ﾊﾞﾝ ﾀｸ 02:18:21両毛製作所849 群馬県

2823 坂倉　剛 ｻｶｸﾗ ｺﾞｳ 02:18:47850 千葉県
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3028 柳沢　洋 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛｼ 02:18:49851 長野県

2977 長谷川　勇司 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 02:19:18852 茨城県

2795 野元　慎祐 ﾉﾓﾄ ｼﾝｽｹ 02:19:47セダップ853 東京都

2425 相良　守人 ｻｶﾞﾗ ﾓﾘﾄ 02:19:49チーム竹之丸854 東京都

2365 宇民　周一 ｳﾀﾐ ｼｭｳｲﾁ 02:19:51855 千葉県

2690 伊藤　文夫 ｲﾄｳ ﾌﾐｵ 02:20:00フォルテッシモ856 群馬県

2509 田島　昇 ﾀｼﾞﾏ ﾉﾎﾞﾙ 02:20:02857 群馬県

2766 小池　裕 ｺｲｹ ﾕﾀｶ 02:20:19858 群馬県

2342 阿部　勇一 ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 02:20:25859 東京都

2591 新井　直樹 ｱﾗｲ ﾅｵｷ 02:20:45ＳＲＳＧ860 群馬県

2189 面川　雅央 ｵﾓｶﾜ ﾏｻｵ 02:21:03861 東京都

2136 吉井　孝樹 ﾖｼｲ ﾀｶｷ 02:21:24862 東京都

2904 須藤　秀樹 ｽﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 02:21:37863 群馬県

2101 神久　透 ｼﾝｸ ﾄｵﾙ 02:23:51864 群馬県

2379 嶋村　徹 ｼﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ 02:24:40迷走クラブ865 埼玉県

2449 中里　利之 ﾅｶｻﾞﾄ ﾄｼﾕｷ 02:24:46866 埼玉県

3093 平出　光一 ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｲﾁ 02:26:35867 埼玉県

2897 下田　一弘 ｼﾓﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 02:26:38群馬県建設事業868 群馬県

2605 釘本　俊之 ｸｷﾞﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 02:27:56デザイン869 千葉県

2783 上村　渡 ｶﾐﾑﾗ ﾜﾀﾙ 02:28:04870 東京都

2482 花輪　大 ﾊﾅﾜ ﾏｻﾙ 02:28:17ＴＯ３871 東京都

3035 下山　智庸 ｼﾓﾔﾏ ﾄﾓﾂﾈ 02:28:42872 群馬県

2268 後藤　尚彦 ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾋｺ 02:28:44873 埼玉県

2489 六本木　徹 ﾛｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾄｵﾙ 02:28:46874 群馬県

2703 濱端　喜弘 ﾊﾏﾊﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ 02:29:04875 群馬県

3103 木村　邦和 ｷﾑﾗ ｸﾆｶｽﾞ 02:29:24876 東京都

2306 原川　聖一 ﾊﾗｶﾜ ｾｲｲﾁ 02:30:05パナマレッズ877 群馬県

2249 重田　淳一 ｼｹﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 02:30:11ＴＥＡＭ１878 群馬県

2165 宇田　和弘 ｳﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 02:30:33879 群馬県

2246 石井　英樹 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｷ 02:32:24880 東京都

2948 菅　優 ｽｶﾞ ﾏｻﾙ 02:32:49チーム龍宮881 東京都

2876 佐藤　浩三 ｻﾄｳ ｺｳｿﾞｳ 02:33:08信越エンジ882 群馬県

3029 諏訪　純一 ｽﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 02:33:53883 群馬県

2494 伊藤　伸昭 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 02:35:36北風と太陽884 埼玉県

2254 安川　武男 ﾔｽｶﾜ ﾀｹｵ 02:35:40ひとりぼっち885 神奈川県

2386 平岡　敏夫 ﾋﾗｵｶ ﾄｼｵ 02:36:00886 群馬県

2927 立脇　修 ﾀﾃﾜｷ ｵｻﾑ 02:36:30887 群馬県

3094 永盛　聡也 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾄｼﾔ 02:37:06888 群馬県

2663 西野　正一 ﾆｼﾉ ﾏｻｶｽﾞ 02:37:27高沢病院889 埼玉県

2515 渡辺　賢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ 02:38:05890 群馬県

3043 桐生　知道 ｷﾘｭｳ ﾄﾓﾐﾁ 02:39:02891 群馬県

2170 羽鳥　裕二 ﾊﾄﾘ ﾕｳｼﾞ 02:39:29892 群馬県

2932 水谷　康 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾔｽｼ 02:39:41893 群馬県

2705 手嶋　貴昭 ﾃｼﾏ ﾀｶｱｷ 02:39:53894 群馬県

2632 吉池　憲之 ﾖｼｲｹ ﾉﾘﾕｷ 02:40:15895 群馬県

2176 尾澤　隆幸 ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 02:40:24896 埼玉県

2787 中島　正晴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾊﾙ 02:41:20ｏｌｕｏｌｕ897 東京都

2826 尾高　栄 ｵﾀﾞｶ ｻｶｴ 02:41:26898 群馬県

2666 小池　宏之 ｺｲｹ ﾋﾛﾕｷ 02:41:32899 群馬県

2955 井田　博文 ｲﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 02:44:38精電工900 群馬県
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2851 長谷川　毅 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹｼ 02:44:40901 埼玉県

2906 島田　雅人 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 02:45:52902 群馬県

2980 石山　成人 ｲｼﾔﾏ ﾏｻﾄ 02:47:03903 埼玉県

2892 豊泉　修 ﾄﾖｲｽﾞﾐ ｵｻﾑ 02:47:51豊泉歯科医院904 群馬県

2717 深町　俊介 ﾌｶﾏﾁ ｼｭﾝｽｹ 02:47:59905 群馬県

2131 押井　政則 ｵｼｲ ﾏｻﾉﾘ 02:48:52906 群馬県

2722 高橋　司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ 02:50:21ＧＣＣ907 群馬県

3098 野上　浩史 ﾉｶﾞﾐ ﾋﾛｼ 02:51:14908 群馬県

3020 鈴木　謙一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 02:53:42909 埼玉県

2125 益子　好文 ﾏｽｺ ﾖｼﾌﾞﾐ 02:54:54910 群馬県

2935 磯部　征司 ｲｿﾍﾞ ｾｲｼﾞ 02:56:19911 東京都

3910 坂田　雅宏 ｻｶﾀ ﾏｻﾋﾛ 02:57:10912 埼玉県

2924 福島　重美 ﾌｸｼﾏ ｼｹﾞﾐ 02:57:23913 群馬県

2827 赤沼　聡 ｱｶﾇﾏ ｻﾄｼ 02:57:40シートアゲアゲ914 埼玉県

2675 梅田　丈裕 ｳﾒﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 02:59:39915 群馬県

2338 松下　司 ﾏﾂｼﾀ ﾂｶｻ 03:01:55916 群馬県

3072 松丸　典正 ﾏﾂﾏﾙ ﾉﾘﾀﾀﾞ 03:01:58ブルーハウス917 埼玉県

2912 小林　中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾀﾙ 03:05:05ノブサップ918 群馬県

2671 元川　治明 ﾓﾄｶﾜ ﾊﾙｱｷ 03:17:17919 群馬県

2566 福島　正実 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾐ 03:18:48920 神奈川県

2276 嶋田　淳二 ｼﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 03:22:15ＮＰＣ921 埼玉県

2396 山本　真也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 03:23:40シクルマーモッ922 千葉県
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