
種目 種目順位 No 氏名 フリガナ 所属 都道府県 タイム
エキスパート男子 1 8 三浦 将吾 ミウラ ショウゴ グランペール 神奈川県 0:56:09
エキスパート男子 2 4 高橋 良太 タカハシ リョウタ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県 0:56:09
エキスパート男子 3 3 林 直志 ハヤシ ナオユキ 天照／ＥＭＵ 埼玉県 0:56:11
エキスパート男子 4 17 戸田 秀敏 トダ ヒデトシ 神奈川県 0:56:11
エキスパート男子 5 11 宮城 嗣秀 ミヤギ ツグヒデ 天照 埼玉県 0:57:15
エキスパート男子 6 18 齋藤 慶之 サイトウ ヨシユキ 神奈川県 0:57:17
エキスパート男子 7 2 谷古宇 俊典 ヤコウ トシノリ 天照ＣＳＴ 埼玉県 0:57:27
エキスパート男子 8 21 土肥 桂介 トヒ ケイスケ 天照 埼玉県 0:58:06
エキスパート男子 9 7 大島 浩明 オオシマ ヒロアキ グランペール山岳大隊 東京都 0:58:10
一般男子B 1 77 幕田 亮 マクタ リョウ Ｔｅａｍ　ＷＡＮＧＵＮ 東京都 0:58:45
一般男子B 2 74 桂 正吾 カツラ ショウゴ あらＺｏｏ／一匹狼 東京都 0:58:50
一般男子D 1 97 佐藤 浩行 サトウ ヒロユキ Ｇｒｅｅｅｎ　Ｌｉｇｈｔｓ 群馬県 0:58:55
一般男子B 3 86 中嶋 諒 ナカジマ リョウ ＲｅＶｅｌｏ 埼玉県 0:59:01
一般男子C 1 104 品川 雅之 シナガワ マサユキ 寺の息子 茨城県 0:59:01
一般男子B 4 107 河合 祐樹 カワイ ユウキ 埼玉県 0:59:03
一般男子D 2 78 中瀬 雄介 ナカセ ユウスケ ＥＭＵ／バイシクルフェロー 神奈川県 0:59:04
エキスパート男子 10 25 渡辺 竜生 ワタナベ リュウキ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 埼玉県 0:59:21
一般男子E 1 101 久保田 新一 クボタ シンイチ 群馬県 0:59:22
エキスパート男子 11 16 井浦 優太朗 イウラ ユウタロウ てくてく 埼玉県 0:59:22
一般男子B 5 103 久保 敦 クボ アツシ シミズレーシング／ＺＷＣ 愛知県 0:59:30
一般男子B 6 90 中山 翔太 ナカヤマ ショウタ 千葉県 0:59:56
一般男子D 3 98 井口 亮 イグチ リョウ 雑兵 神奈川県 1:00:04
エキスパート男子 12 6 小川 剛慶 オガワ ヨシノブ 栃木県 1:00:04
一般男子A 1 69 佐藤 択海 サトウ タクミ まいぺーす 東京都 1:00:15
一般男子A 2 79 佐藤 彰馬 サトウ ショウマ Ｇｒｅｅｅｎ　Ｌｉｇｈｔｓ 群馬県 1:00:16
一般男子B 7 106 渡邊 嵩博 ワタナベ タカヒロ ストラバいいね 宮城県 1:00:21
一般男子A 3 346 荻野 寛隆 オギノ モトタカ アヴァンツァーレ愛知 愛知県 1:00:23
一般男子D 4 114 杉原 亮太 スギハラ リョウタ ＭＩＶＲＯ 群馬県 1:00:27
一般男子B 8 76 森 拓也 モリ タクヤ 神奈川県 1:00:32
エキスパート男子 13 1 水村 健大 ミズムラ ケンタ ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ 東京都 1:00:56
一般男子B 9 87 大淵 翔太 オオブチ ショウタ 茨城県 1:01:16
一般男子B 10 84 坂田 繁也 サカタ シゲヤ 千葉県 1:01:17
一般男子D 5 177 杉本 健 スギモト ケン スイミー 東京都 1:01:19
エキスパート男子 14 41 中島 淳志 ナカシマ アツシ たて輪 埼玉県 1:01:21
一般男子C 2 71 配嶋 俊平 ハイジマ シュンペイ ＣＢ 神奈川県 1:01:34
一般男子C 3 171 白石 尚也 シライシ ナオヤ ＳｕｉＭｅ 東京都 1:01:49
一般男子D 6 108 高田 誠 タカダ マコト ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県 1:02:02
エキスパート男子 15 20 宮本 賢一 ミヤモト ケンイチ Ｍｏｎｔ　ｅｔ　Ｌａｃ 栃木県 1:02:06
一般男子D 7 125 村上 雅史 ムラカミ マサフミ 群馬県 1:02:37
一般男子E 2 180 貴家 崇 サスガ タカシ Ｔｅａｍ　ＺＷＣ 埼玉県 1:02:46
一般男子B 11 83 花田 俊太 ハナダ シュンタ 東京都 1:02:47
一般男子B 12 243 篠田 健太 シノダ ケンタ 東京都 1:03:06
一般男子C 4 174 松島 寿樹 マツシマ トシキ オンザロード 茨城県 1:03:10
一般男子E 3 129 佐々木 稔 ササキ ミノル ＴＥＡＭ　ＶＩＡＧＧＩＯ 東京都 1:03:14
一般男子B 13 189 関川 陽平 セキカワ ヨウヘイ Ｃｌｉｍｂｅｒ’ｓ　Ｈｉｇｈ！ 埼玉県 1:03:15
一般男子C 5 113 中村 真己 ナカムラ マサキ ＭＳＣ／あふみー 岡山県 1:03:21
一般男子D 8 137 中島 由裕 ナカシマ ヨシヒロ 千葉県 1:03:26
一般男子B 14 112 田中 宏樹 タナカ ヒロキ たまキャン 神奈川県 1:03:27
一般男子E 4 115 高橋 信博 タカハシ ノブヒロ ベルエキップしびれ隊 宮城県 1:03:28
一般男子E 5 313 首藤 健 シュドウ タケシ 群馬県 1:03:31
一般男子A 4 146 吉田 瑛 ヨシダ アキラ ＳｕｉＭｅ／ＡＮＭＳ 埼玉県 1:03:32
一般男子C 6 123 長谷部 純 ハセベ ジュン 山形県 1:03:35
一般男子B 15 89 岡田 拓 オカダ ヒロシ ＦＬＡＴ 埼玉県 1:03:41
一般男子D 9 138 大数加 光治 オオスカ コウジ 東京大学整形外科 東京都 1:03:44
一般男子B 16 150 佐藤 佑樹 サトウ ユウキ 東京都 1:03:50
エキスパート男子 16 9 三上 倫生 ミカミ トモキ 寺の息子 東京都 1:03:51
一般男子B 17 163 伊豆島 浩之 イズシマ ヒロユキ キイロイトリ 群馬県 1:03:53
一般男子E 6 141 内田 剛 ウチダ ゴウ 愛知県 1:03:54
一般男子D 10 109 森本 誠児 モリモト セイジ ＳＷ２３０ 山梨県 1:03:55
一般男子D 11 190 小玉 喜照 コダマ ヨシテル ブンブンサイクリング 埼玉県 1:03:59
一般男子C 7 199 細谷 雄介 ホソヤ ユウスケ コーセーインダストリーズ 群馬県 1:04:01
一般男子E 7 132 渋井 友隆 シブイ ユタカ ＣＭＪ自転車通勤者 埼玉県 1:04:02
一般男子B 18 105 桜井 雅之 サクライ マサユキ 群馬県 1:04:02
一般男子C 8 122 風間 康宏 カザマ ヤスヒロ ＥＭＵ／ＡＣＴＣＹＣ 埼玉県 1:04:03
エキスパート男子 17 14 前田 篤史 マエダ アツシ 群馬県 1:04:09
ジュニア男子 1 439 松村 拓弥 マツムラ タクミ 群馬県自転車競技連盟 群馬県 1:04:13
一般男子D 12 136 田村 元厚 タムラ ユキアツ 東京都 1:04:17
一般男子A 5 143 望月 悠太 モチヅキ ユウタ ＡＬ３ＣとＥＲＣ 群馬県 1:04:23
一般男子B 19 72 瀬古 尚彦 セコ ナオヒコ 最強ヒルクライマー 群馬県 1:04:27
一般男子B 20 245 千葉 秀也 チバ シュウヤ 宮城県 1:04:27



一般男子B 21 159 村田 健 ムラタ ケン Ｔｅａｍ　Ｔａｃｋｅ 埼玉県 1:04:29
一般男子C 9 121 長澤 宏樹 ナガサワ ヒロキ 群馬県 1:04:43
一般男子B 23 242 倉田 周一 クラタ シュウイチ 新潟県 1:04:44
一般男子B 22 166 元良 玲央那 モトラ レオナ 東京都 1:04:44
一般男子C 10 263 高木 吉崇 タカギ ヨシタカ ＴＡＭＡ　ｃｏｐｐｉ 埼玉県 1:04:45
一般男子E 8 185 竹内 誠 タケウチ マコト 高齢者の会 埼玉県 1:04:48
エキスパート男子 18 22 齊藤 雅仁 サイトウ マサヒト ストラバいいね 秋田県 1:04:49
一般男子D 13 99 丹生谷 光章 ニュウノヤ ミツアキ 愛媛県 1:05:05
一般男子E 9 280 井口 昌彦 イグチ マサヒコ 東京都 1:05:06
一般男子E 10 183 吉田 拓也 ヨシダ タクヤ 千葉県 1:05:07
一般男子B 24 222 宮崎 巧真 ミヤザキ タクマ 東京都 1:05:14
ジュニア男子 2 1030 関口 煌大 セキグチ コウタ ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ 群馬県 1:05:28
一般男子D 14 139 鶴島 信行 ツルシマ ノブユキ Ｌｅｓ　Ｂａｎｄｉｔｓ 東京都 1:05:29
一般男子B 25 239 中西 俊博 ナカニシ トシヒロ 東京都 1:05:29
一般男子B 26 82 宮野 正史 ミヤノ マサシ 魅惑のパンの耳 東京都 1:05:31
一般男子C 11 259 猪ノ原 諭 イノハラ サトル クライマーズハイ 埼玉県 1:05:34
一般男子D 15 191 斉藤 渉 サイトウ ワタル 埼玉県 1:05:39
一般男子C 12 120 人見 和幸 ヒトミ カズユキ チームキイロイトリ 栃木県 1:05:40
一般男子B 27 110 狩野 敦 カノウ アツシ 上毛レーシング 群馬県 1:05:45
一般男子B 28 188 築城 賢司 ツイキ ケンジ バイシクルフェロー 埼玉県 1:05:47
一般男子B 29 463 須崎 渉 スザキ ワタル 群馬県 1:05:49
一般男子D 16 207 鮎川 裕一 アユカワ ユウイチ ＫＰＲＢ 千葉県 1:06:03
一般男子D 17 198 竹谷 好広 タケタニ ヨシヒロ Ｌｅｓ　Ｂａｎｄｉｔｓ 埼玉県 1:06:05
一般男子B 30 238 塚田 哲也 ツカダ テツヤ 群馬県 1:06:09
一般男子E 11 130 加藤 孝一 カトウ コウイチ 高齢者の会 東京都 1:06:15
一般男子F 1 142 岡田 隆司 オカダ タカシ 富山県 1:06:19
一般男子D 18 203 小暮 智和 コグレ トモカズ Ｌ‘ｏｔｔｉｍｏ 埼玉県 1:06:20
一般男子C 13 253 富岡 雄一郎 トミオカ ユウイチロウ 群馬県 1:06:21
一般男子C 14 201 稲嶺 貴志 イナミネ タカシ ＪＥＴＴ 東京都 1:06:23
一般男子C 15 254 齊藤 亮祐 サイトウ リョウスケ 群馬県 1:06:28
一般男子E 12 301 藤本 英寿 フジモト ヒデトシ 東京都 1:06:32
一般男子E 13 140 田村 知教 タムラ トモノリ 群馬県 1:06:33
一般男子B 31 157 渡辺 裕樹 ワタナベ ヒロキ めしくレーシング 東京都 1:06:34
一般男子B 32 151 石井 悠惟 イシイ ユイ Ｂｌｕｅ　Ｍｏｍｅｎｔ 千葉県 1:06:35
エキスパート男子 19 26 中山 豊和 ナカヤマ トヨカズ 茨城県 1:06:37
一般男子B 33 131 荒川 修一 アラカワ シュウイチ 髪人 群馬県 1:06:37
一般男子D 19 176 千野 崇 チノ タカシ 東京都 1:06:48
一般男子B 34 187 筒井 頌敬 ツツイ ノブタカ ちょっとした自転車部 栃木県 1:06:51
一般男子D 20 277 関根 信治 セキネ シンジ トライドバイシクル 群馬県 1:06:57
一般男子D 21 220 和知 大介 ワチ ダイスケ Ｈｏｎｄａ栃木 栃木県 1:06:57
一般男子E 14 196 田村 正明 タムラ マサアキ 群馬県 1:07:01
一般男子C 16 267 原田 英 ハラダ ヒデ ポールポールポール 長野県 1:07:03
一般男子E 15 179 矢島 竜一 ヤジマ リュウイチ チームあみーごす 埼玉県 1:07:05
一般男子C 17 219 関口 和彦 セキグチ カズヒコ ＯＴＲ 千葉県 1:07:07
一般男子B 35 153 榎本 達也 エノモト タツヤ ＡＬＬＥＧＲＯ 埼玉県 1:07:12
一般男子B 36 226 廣田 良輝 ヒロタ ヨシキ 神奈川県 1:07:25
一般男子B 37 162 永田 洋介 ナガタ ヨウスケ ＣＨ／ＳＨＥＧ 埼玉県 1:07:27
一般男子B 38 111 大川 篤彦 オオカワ アツヒコ ＴＥＡＭ　ＺＷＣ 茨城県 1:07:33
一般男子D 22 273 小田原 毅 オダワラ ツヨシ 長野県 1:07:34
エキスパート男子 20 40 郷司 飛馬 ゴウジ ヒウマ まいぺーす 神奈川県 1:07:37
一般男子B 39 235 大山 智之 オオヤマ トモユキ 栃木県 1:07:38
一般男子B 40 247 大川 清平 オオカワ ショウヘイ 東京都 1:07:43
一般男子D 23 213 千葉 直彦 チバ ナオヒコ 髪人 群馬県 1:07:46
エキスパート男子 21 28 志村 大介 シムラ ダイスケ たまキャン 神奈川県 1:07:46
一般男子B 41 234 小枝指 諒 コエサシ リョウ Ｉｎｎｏｃｅｎｔ 東京都 1:07:48
一般男子E 16 216 田中 宏司 タナカ ヒロシ チームＲ＆Ｄ 群馬県 1:08:04
一般男子E 17 214 菊地 憲司 キクチ ケンジ 平日温泉ライダース 東京都 1:08:08
一般男子B 42 365 相馬 康孝 ソウマ ヤスタカ 在庫管理機構 茨城県 1:08:08
一般男子E 18 127 佐藤 正一 サトウ ショウイチ ビチアモーレ 埼玉県 1:08:14
一般男子A 6 302 宮下 鋭 ミヤシタ サトキ 東京都 1:08:16
一般男子D 24 178 浅野 功一 アサノ コウイチ 埼玉県 1:08:17
一般男子B 43 508 小口 大将 コグチ ダイスケ 栃木県 1:08:17
一般男子B 44 168 大久保 和俊 オオクボ カズトシ COW GUMMA 群馬県 1:08:25
一般男子C 18 172 稲村 匡介 イナムラ キョウスケ ＰＡＮＡＭＡＲＥＤＳ 群馬県 1:08:30
一般男子B 45 241 齋藤 真一朗 サイトウ シンイチロウ たつのこサイクリング 茨城県 1:08:31
一般男子B 46 88 平舘 新也 ヒラダテ シンヤ サカタレーシングクラブ 千葉県 1:08:34
一般男子E 19 194 伊達 丈二 ダテ ジョウジ チームフィンズ 新潟県 1:08:35
一般男子B 47 200 池上 創太 イケガミ ソウタ ＣＯＷ 群馬県 1:08:36
一般男子C 19 319 齋藤 記一 サイトウ ノリカズ 神奈川県 1:08:36
一般男子A 7 347 中嶋 壱成 ナカジマ イッセイ ペペロー二シンセキ 群馬県 1:08:39
一般男子A 8 118 増田 尚也 マスダ ナオヤ オンザロード 茨城県 1:08:40



一般男子B 48 442 張 碩 チョウ セキ ＣＣＣ 東京都 1:08:44
一般男子C 20 218 山本 詠史 ヤマモト エイジ ＭＩＶＲＯ 東京都 1:08:45
一般男子E 20 116 田原 大助 タハラ ダイスケ Ｇｒｏｖｅ宮前平 神奈川県 1:08:50
一般男子E 21 281 斉藤 利幸 サイトウ トシユキ 茨城県 1:08:54
一般男子C 21 170 久保田 直幸 クボタ ナオユキ 嵐山朝練 埼玉県 1:08:56
一般男子D 25 212 山岸 正範 ヤマギシ マサノリ 群馬県 1:09:01
一般男子A 9 144 川崎 見多朗 カワサキ ケンタロウ ＡＬ３Ｃ 茨城県 1:09:01
一般男子B 49 250 田部井 秀樹 タベイ ヒデキ 群馬県 1:09:02
一般男子B 50 165 木崎 純友 キザキ スミトモ 埼玉県 1:09:03
一般男子E 22 184 三澤 敏之 ミサワ トシユキ ＥＭＵ／ＮＩＣＯ－ＯＺ 群馬県 1:09:04
一般男子C 22 95 横山 優 ヨコヤマ ユウ 現場猫レーシングチーム２軍 東京都 1:09:06
一般男子E 23 206 嶋方 勝 シマカタ マサル ＯＴＣＣ 群馬県 1:09:20
一般男子C 23 307 鈴木 貴士 スズキ タカシ 福島県 1:09:27
一般男子E 24 285 中野 亨 ナカノ トオル 栃木県 1:09:31
一般男子B 51 155 田村 亮 タムラ リョウ 東京都 1:09:33
一般男子C 24 382 菊池 秀隆 キクチ ヒデタカ 茨城県 1:09:34
一般男子C 25 173 岡田 直城 オカダ ナオキ 神奈川県 1:09:36
一般男子A 10 349 髙橋 翔也 タカハシ ショウヤ 伊勢崎興陽高校 群馬県 1:09:39
一般男子A 11 1469 中島 直哉 ナカジマ ナオヤ 群馬県 1:09:41
一般男子C 26 264 秋山 亮 アキヤマ リョウ ＥＭＵ　Ｓｐｅｅｄ　Ｃｌｕｂ 東京都 1:09:43
一般男子D 26 275 二瓶 剛 ニヘイ タケシ Ｌｅｓ　Ｂａｎｄｉｔｓ 埼玉県 1:09:43
一般男子D 27 545 中山 敦 ナカヤマ アツシ ＳＢＴＭ 茨城県 1:09:55
一般男子B 52 231 諏訪 雅俊 スワ マサトシ 水ミー 埼玉県 1:10:00
一般男子C 27 209 藤田 智 フジタ サトシ 東京都 1:10:03
一般男子E 25 316 対馬 忠雅 ツシマ タダマサ マレリ 埼玉県 1:10:09
一般男子E 26 205 新井 隆司 アライ タカシ 長野県 1:10:10
一般男子B 53 770 越田 洋介 コシダ ヨウスケ 神奈川県 1:10:13
一般男子D 28 175 堀川 範幸 ホリカワ ノリユキ ｓｈｅｇ 埼玉県 1:10:16
一般男子B 54 504 豊田 浩也 トヨダ ヒロヤ 埼玉県 1:10:19
一般男子C 28 387 本田 崇 ホンダ タカシ 新潟県 1:10:22
一般男子B 55 361 金子 良大 カネコ ヨシヒロ 埼玉県 1:10:29
一般男子B 56 158 宮沢 英幸 ミヤザワ ヒデユキ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県 1:10:46
一般男子B 57 208 伊藤 健史 イトウ タケフミ 埼玉県 1:10:51
一般男子B 58 232 木村 吏志 キムラ サトシ Ｔｅａｍ＿ＤＡＩＺＯ 茨城県 1:10:53
一般男子A 12 147 三田 千里 ミタ センリ ＳＢＣ　Ｖｅｒｔｅｘ 神奈川県 1:10:56
一般男子E 27 193 袴田 健 ハカマダ タケシ ３ＵＰ 埼玉県 1:10:57
一般男子B 60 152 平岩 大輔 ヒライワ ダイスケ 神奈川県 1:11:00
一般男子B 59 251 安達 翼 アダチ ツバサ 群馬県 1:11:00
一般男子B 61 1117 今井 良多 イマイ リョウタ ＨＣＣチーム不死神 茨城県 1:11:05
一般男子A 13 755 関 優介 セキ ユウスケ 栃木県 1:11:05
一般男子C 29 306 小森 久敏 コモリ ヒサトシ ペペローニしんせき 群馬県 1:11:08
一般男子B 62 1107 小櫃 良平 オビツ リョウヘイ ＧｒｅｅｅｎＬｉｇｈｔｓ 栃木県 1:11:10
一般男子E 28 327 神戸 仁 カンベ ヒトシ 栃木県 1:11:12
一般男子B 63 134 會澤 伶王 アイザワ レオ ＳＮＯＷＰＥＤＡＬ 茨城県 1:11:12
一般男子E 29 145 小沼 雅志 コヌマ マサシ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県 1:11:14
一般男子C 30 255 成繁 新治 ナリシゲ シンジ ＶＭＢ 東京都 1:11:21
エキスパート女子 1 66 髙橋 綾 タカハシ アヤ 上毛レーシング 群馬県 1:11:21
一般男子C 31 135 堀部 健太 ホリベ ケンタ 群馬県 1:11:22
一般男子D 29 322 草野 伸行 クサノ ノブユキ ＶＯＲＴＥＸ６３４ 埼玉県 1:11:23
一般男子D 30 311 村尾 オスカル ムラオ オスカル 群馬県 1:11:29
一般男子D 31 537 神宮 則由 ジングウ ノリヨシ βーｅｎｄｏｒｐｈｉｎ 群馬県 1:11:34
一般男子C 32 380 佐藤 拓 サトウ タク 埼玉県 1:11:39
一般男子B 64 507 高木 拡 タカギ ヒロム 奥武蔵シクロライン 埼玉県 1:11:40
一般男子B 65 227 田沢 耕二 タザワ コウジ 東京都 1:11:43
一般女子B 1 435 向井 菜見子 ムカイ ナミコ ＥＭＵ／バイシクルフェロー 神奈川県 1:11:44
一般男子B 66 368 谷口 郁矢 タニグチ フミヤ 埼玉県 1:11:46
一般男子D 32 320 石榑 毅 イシグレ ツヨシ ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ 群馬県 1:11:52
一般男子C 33 260 印出井 一利 インデイ カズトシ チームスカイベリー 茨城県 1:11:57
一般男子B 67 364 加藤 大智 カトウ ダイチ 茨城県 1:12:01
エキスパート男子 22 32 手塚 喜史 テツカ ヨシフミ ＨＡＣＨＩＢＡＮ 栃木県 1:12:01
一般男子E 30 336 勝又 武志 カツマタ タケシ 湘南レーシングチーム松輪塾 神奈川県 1:12:06
一般男子C 34 381 藤城 昭臣 フジシロ アキオミ 神奈川県 1:12:09
一般男子C 35 93 田平 岳史 タヒラ タケシ ワンダーサイクリングＯＢ会 東京都 1:12:10
一般男子E 31 128 横山 忠男 ヨコヤマ タダオ 群馬県 1:12:10
一般男子D 33 204 土屋 仁 ツチヤ ヒトシ 東京都 1:12:12
一般男子B 68 217 長谷部 祐治 ハセベ ユウジ 東京都 1:12:16
一般男子C 36 261 岩瀬 貴信 イワセ タカノブ チーム　キイロイトリ 群馬県 1:12:20
エキスパート男子 23 24 武藤 正樹 ムトウ マサキ ＯＫＫＤ 埼玉県 1:12:21
一般男子C 37 658 木幡 直希 コハタ ナオキ ＶＯＲＴＥＸ６３４ 埼玉県 1:12:24
一般男子B 69 359 秋谷 直 アキヤ ナオ 群馬県 1:12:26
一般男子B 70 362 高橋 昌輝 タカハシ マサキ 神奈川県 1:12:27



一般男子A 14 748 原 維吹樹 ハラ イブキ ＴＥＡＭ山登 東京都 1:12:27
一般男子E 32 288 正山 旭 ショウヤマ アキラ 酪王カフェオレ 東京都 1:12:28
一般男子A 15 330 福田 開 フクダ ハルキ 千葉県 1:12:29
一般男子C 38 256 研谷 直樹 トギヤ ナオキ 埼玉県 1:12:31
一般男子B 71 484 森 健太郎 モリ ケンタロウ 茨城県 1:12:33
一般男子E 33 182 加藤 義明 カトウ ヨシアキ 上毛レーシング 群馬県 1:12:37
一般男子B 72 367 太多和 亮平 オオタワ リョウヘイ ＤＥＬＦＩＮＯ 東京都 1:12:38
一般男子B 73 334 四ノ宮 悠司 シノミヤ ユウジ 東京都 1:12:39
一般男子C 39 308 萩原 一平 ハギワラ イッペイ 丸子橋ろーどくらぶ 神奈川県 1:12:41
一般男子D 35 328 関口 英樹 セキグチ ヒデキ 埼玉県 1:12:44
一般男子D 34 886 寺村 英雄 テラムラ ヒデオ ピータンレーシング 長野県 1:12:44
一般男子D 36 274 相川 道 アイカワ トオル 群馬県 1:12:45
ジュニア男子 3 68 本田 一貴 ホンダ カヅキ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県 1:12:53
一般男子E 34 314 工藤 竜也 クドウ タツヤ 東京都 1:12:54
一般男子B 74 351 對比地 章太 ツイヒヂ ショウタ 群馬県 1:12:55
エキスパート男子 24 37 侭田 光広 ママダ ミツヒロ ＭＢＣ／ＥＭＵ 東京都 1:12:56
一般男子B 75 483 里見 直也 サトミ ナオヤ 八街フライングタイガー 千葉県 1:12:58
一般男子B 76 366 森 拓海 モリ タクミ 群馬県 1:13:00
一般男子A 16 340 友松 慶太郎 トモマツ ケイタロウ 福岡大学　機械工学科 福岡県 1:13:04
一般男子B 77 503 小林 一平 コバヤシ イッペイ 大崎電気工業 東京都 1:13:04
一般男子D 37 124 浜名 哲也 ハマナ テツヤ ビーワークスレーシング 東京都 1:13:05
一般男子B 78 502 小野 真義 オノ マサヨシ グランデパール 群馬県 1:13:08
一般男子A 17 345 高木 大夢 タカギ ヒロム 埼玉県 1:13:09
一般男子C 40 376 後藤 與四也 ゴトウ ヨシヤ 太田六華スキークラブ 群馬県 1:13:12
一般男子C 41 310 佐藤 真樹 サトウ マサキ ＳＫＣＣ 群馬県 1:13:15
一般女子A 1 433 西形 舞 ニシカタ マイ ＴＲＣＰＡＮＡＭＡＲｅｄｓ 群馬県 1:13:25
一般男子A 18 342 関口 奨 セキグチ ショウ 群大病院 群馬県 1:13:32
一般男子E 35 282 大塚 啓示 オオツカ ケイジ ホンダ栃木サイクリングクラブ 栃木県 1:13:35
一般男子C 42 374 高野 保真 タカノ ヤスナオ 神奈川県 1:13:35
一般男子A 19 466 飛田 智宏 トビタ トモヒロ ＴＥＡＭ輪持久業 埼玉県 1:13:35
一般男子B 79 237 大越 典明 オオコシ ノリアキ ハロー、チンパンワールド！ 栃木県 1:13:36
一般男子B 80 248 濱桐 広輔 ハマギリ コウスケ まいぺーす 神奈川県 1:13:39
エキスパート男子 25 27 生水 康仁 ショウズ コウジ 前橋市 群馬県 1:13:42
一般男子B 81 333 高山 祥平 タカヤマ ショウヘイ 群馬県 1:13:46
一般男子E 36 422 永井 政行 ナガイ マサユキ 髪人 埼玉県 1:13:51
エキスパート男子 26 29 島山 正敏 シマヤマ マサトシ 埼玉県 1:13:53
一般女子A 2 434 鈴木 友佳子 スズキ ユカコ ＭＩＶＲＯ 東京都 1:13:55
一般男子E 38 410 酒向 孝嗣 サコウ タカシ 朝走ろう団 愛知県 1:13:59
一般男子B 82 505 大田 竜史 オオタ リュウジ 大阪府 1:13:59
一般男子E 37 192 砂田 哲司 スナダ テツジ 群馬県 1:13:59
一般女子D 1 326 栗原 裕美子 クリハラ ユミコ ＴＲＣパナマレッズ 群馬県 1:14:01
一般男子C 43 309 相澤 圭佑 アイザワ ケイスケ ペペローニ＆チームキイロイトリ 群馬県 1:14:02
一般男子A 20 1245 有山 悠斗 アリヤマ ユウト 歩夢ぅ～可愛いよぉ～同好会 東京都 1:14:07
一般男子C 44 1373 鈴木 悟 スズキ サトル 常南サイクル 茨城県 1:14:10
一般男子B 83 149 芳賀 健太 ハガ ケンタ 静岡県 1:14:12
一般男子D 38 272 本間 純也 ホンマ ジュンヤ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県 1:14:13
一般男子E 39 304 福澤 俊幸 フクザワ トシユキ グラン・デパール 群馬県 1:14:15
一般男子E 40 197 矢島 修 ヤジマ オサム キイロイトリキリュウ 群馬県 1:14:19
一般男子E 41 684 和佐原 征一郎 ワサハラ セイイチロウ 東京都 1:14:20
一般男子A 21 1105 久我 勇太 クガ ユウタ 高崎経済大学 群馬県 1:14:25
一般男子E 42 286 森川 昭文 モリカワ アキフミ 髪人 群馬県 1:14:27
一般男子B 84 225 川上 高志 カワカミ タカシ 東京都 1:14:27
一般男子D 39 321 新井 正則 アライ マサノリ 埼玉県 1:14:28
一般男子B 85 335 永井 啓貴 ナガイ ヒロキ ＳＫＣＣ 群馬県 1:14:29
一般男子C 45 262 市川 優 イチカワ ユウ ＰＲＯＪＥＣＴーＩ（アイ） 栃木県 1:14:33
一般男子C 46 383 加藤 崇徳 カトウ ムネノリ グリーンライツ 栃木県 1:14:35
一般男子A 22 744 大渕 岳裕 オオフチ タカヒロ ぬんハウス 神奈川県 1:14:42
一般男子C 47 266 金子 知広 カネコ トモヒロ ＴＥＡＭ　ＫＡＮＥＫＯ 茨城県 1:14:44
一般男子D 40 892 森 智嗣 モリ トモツグ 群馬県 1:14:45
一般男子E 43 423 山口 智保 ヤマグチ トモヤス くれは 群馬県 1:14:46
一般男子E 44 295 浅野 智和 アサノ トモカズ 東京都 1:14:47
一般男子E 45 279 新井 道徳 アライ ミチノリ オッティモ 群馬県 1:14:49
一般男子E 46 578 矢代 信之 ヤシロ ノブユキ 内房レーシング 千葉県 1:14:52
一般男子E 47 588 矢代 昌之 ヤシロ マサユキ 内房レーシングクラブ 千葉県 1:14:54
一般男子B 86 780 渡 壽之 ワタリ トシユキ ＴＣＣ 愛知県 1:14:59
一般男子F 2 298 小野 忠 オノ タダシ パインヒルズ９０ 東京都 1:14:59
一般男子B 87 769 伊藤 圭亮 イトウ ケイスケ 東京都 1:15:04
一般男子C 48 527 小林 拓人 コバヤシ タクト 東京都 1:15:08
一般男子C 49 258 山本 真也 ヤマモト シンヤ ＴＲＣ　パナマレッズ 群馬県 1:15:11
一般男子E 48 681 辰巳 大朗 タツミ ヒロアキ オッティモ 千葉県 1:15:11
一般男子B 88 448 菅谷 槙介 スガヤ シンスケ 茨城県 1:15:25



一般男子C 50 385 髙橋 武志 タカハシ タケシ ＯＫ－３ 茨城県 1:15:27
一般男子G 1 315 有泉 末広 アリイズミ スエヒロ 櫛形陸上部 山梨県 1:15:29
一般男子C 51 515 野畑 聡志 ノバタ ソウシ トコサイ 埼玉県 1:15:32
一般男子E 49 967 佐久間 光明 サクマ ミツアキ 埼玉県 1:15:37
一般男子A 23 224 恩田 幸長 オンダ ユキナガ 高崎経済大学 群馬県 1:15:39
一般女子B 2 1090 佐藤 恵美 サトウ エミ 新潟県 1:15:40
一般男子D 41 403 竹内 直樹 タケウチ ナオキ ビーエムバス 群馬県 1:15:45
一般男子B 89 478 仁平 直人 ニヘイ ナオト 八街フライングタイガー 埼玉県 1:15:47
一般男子E 50 290 茂木 靖昭 モテキ ヤスアキ 群馬県 1:15:49
一般男子B 90 489 谷藤 正博 タニフジ マサヒロ 埼玉県 1:15:50
一般男子D 42 1292 金井 健二 カナイ ケンジ 神奈川県 1:15:51
一般男子D 43 210 齋藤 泰二 サイトウ タイジ ３Ｋ 埼玉県 1:15:52
一般男子D 44 401 長尾 知宏 ナガオ トモヒロ Ｈｏｎｄａ栃木 栃木県 1:15:52
一般男子B 91 491 石田 紀幸 イシダ ノリユキ 群馬県 1:15:55
一般男子E 51 583 白石 宣洋 シロイシ ノブヒロ 群馬県 1:15:56
一般男子F 3 329 宍倉 隆一 シシクラ リュウイチ ＩＮＮＢＡＳＴＡＲ 千葉県 1:16:01
一般男子E 52 181 黒葛原 俊一 ツヅラハラ シュンイチ ＡＢＳＣＣ 東京都 1:16:03
一般男子B 92 352 溝口 啓太 ミゾグチ ケイタ ＯＣＴＡＧＯＮ 東京都 1:16:06
一般男子E 53 323 森雪 拓 モリユキ タク オッティモ 千葉県 1:16:06
一般男子C 52 630 関 雅明 セキ マサアキ 神奈川県 1:16:06
一般男子C 53 378 相村 誠 アイムラ マコト Ｑｌｕｂ　Ａｓｈｉｖｉｖａ 栃木県 1:16:08
一般男子C 54 379 古川 陽一 フルカワ ヨウイチ 診断 埼玉県 1:16:09
一般男子B 93 796 松井 卓也 マツイ タクヤ 群馬県 1:16:17
一般男子D 45 629 高野 篤 タカノ アツシ サイクリングクラブボンネビル 群馬県 1:16:21
一般男子E 54 743 竹中 広喜 タケナカ ヒロキ 宮城県土地家屋調査士ＲＣ 宮城県 1:16:24
一般男子D 46 389 土谷 祐行 ツチヤ ヒロユキ Ｃトラ 埼玉県 1:16:35
一般男子C 55 458 橘 洋志 タチバナ ヒロシ ＥＲＣ 群馬県 1:16:37
一般男子B 94 305 河田 了輔 カワタ リョウスケ ＫＰＲＢ 茨城県 1:16:38
一般男子E 55 421 佐藤 信利 サトウ ノブトシ 群馬県 1:16:42
一般男子A 24 223 豊田 資史 トヨダ モトフミ 埼玉県 1:16:44
一般男子C 56 388 糸氏 拓郎 イトウジ タクロウ 千葉県 1:16:46
一般男子C 57 521 新田 陽介 ニッタ ヨウスケ 埼玉県 1:16:52
一般男子F 4 338 伊藤 誠 イトウ マコト ＱＣＣ 埼玉県 1:16:53
一般男子D 47 544 合沢 直晃 ゴウサワ ナオアキ 埼玉県 1:16:57
一般男子E 56 972 高根沢 政幸 タカネザワ マサユキ リベルタス 栃木県 1:16:59
ジュニア男子 4 438 成瀬 謙汰 ナルセ ケンタ 友部第二中学校 茨城県 1:16:59
一般男子C 58 831 井上 康昌 イノウエ ヤスマサ チーム　アプリコット 栃木県 1:17:04
一般男子B 95 1508 金子 宏太 カネコ コウタ 埼玉県 1:17:10
一般男子A 25 475 松村 治紀 マツムラ ハルキ 伊勢崎工業高校 群馬県 1:17:14
一般男子E 57 408 玉野 能弘 タマノ ヨシヒロ 東京都 1:17:15
一般男子F 5 456 内川 健 ウチカワ タケシ コリーナ　ゼット 神奈川県 1:17:21
一般男子C 59 372 石川 智則 イシカワ トモノリ 群馬県 1:17:24
一般男子D 48 871 安井 有介 ヤスイ ユウスケ ５５５サークル 埼玉県 1:17:29
一般女子B 3 633 廣野 曜子 ヒロノ ヨウコ 埼玉県 1:17:30
一般男子B 96 318 木内 孝之 キウチ タカユキ チームキイロイトリ 群馬県 1:17:32
一般男子B 98 792 櫻田 一樹 サクラダ カズキ ＳＢＣ横浜あざみ野 神奈川県 1:17:33
一般男子B 97 795 石川 雄馬 イシカワ ユウマ 埼玉県 1:17:33
一般男子E 58 560 小野木 正人 オノキ マサト 大福屋 埼玉県 1:17:37
一般男子F 6 606 杉崎 隆志 スギザキ タカシ 東京都 1:17:37
一般男子F 7 446 鈴木 導 スズキ オサム 神奈川県 1:17:39
一般男子E 59 569 後藤 進 ゴトウ ススム 風輪 埼玉県 1:17:48
一般男子B 99 369 志塚 優 シヅカ マサル ペペローニ＆キイロイトリ 群馬県 1:17:52
一般男子C 60 1267 箕田 裕一郎 ミタ ユウイチロウ 群馬県 1:17:55
一般男子B 100 246 中矢 優希 ナカヤ ユウキ 上毛レーシング 群馬県 1:17:56
一般男子C 61 518 黒沢 章 クロサワ アキラ 群馬県 1:17:57
一般男子E 60 407 花田 健二 ハナダ ケンジ カゴガク 埼玉県 1:17:57
一般男子C 62 703 石井 貴裕 イシイ タカヒロ 上野村ＳＪＣ 群馬県 1:18:02
一般男子E 61 567 渋谷 明 シブヤ アキラ ＴＲＣパナマレッズ 群馬県 1:18:02
一般男子B 101 360 樺島 耕太 カバシマ コウタ Ｔｅａｍ　Ｔａｃｋｅ 東京都 1:18:10
一般男子E 62 728 二村 孝 フタムラタカシ 0831 埼玉県 1:18:17
一般男子E 63 414 大塚 誠一 オオツカ セイイチ 群馬県 1:18:23
一般男子F 8 447 杉本 正寿 スギモト マサトシ まっこちゃんレーシング 秋田県 1:18:26
一般男子B 102 498 栗原 興司 クリハラ コウジ 群馬県 1:18:32
一般男子D 49 548 小山田 優 オヤマダ マサル ＣＡＣ　チームＭ 千葉県 1:18:32
一般男子E 64 590 広瀬 一実 ヒロセ カズミ 埼玉県 1:18:32
一般男子F 9 428 野口 清 ノグチ キヨシ 茨城県 1:18:34
一般男子D 50 552 新田 光勇 ニッタ ミツタケ 埼玉県 1:18:37
一般男子B 103 156 村尾 盛朗 ムラオ モリロウ 東京都 1:18:41
一般男子D 51 271 古賀 琢人 コガ タクヒト どん丸 群馬県 1:18:42
一般男子C 63 1910 佐々木 孝生 ササキ タカオ 福島県 1:18:44
一般男子D 52 536 吉村 武司 ヨシムラ タケシ ＴＡＫＥ　ＷＯＲＫＳ 神奈川県 1:18:47



一般男子E 65 339 末吉 恒男 スエヨシ ツネオ 佐野市役所 栃木県 1:18:56
エキスパート男子 27 33 木村 康嗣 キムラ ヤスツグ 神奈川県 1:18:58
一般男子E 66 589 大出 誠 オオイデ マコト リベルタスクラブ 栃木県 1:18:58
一般男子E 67 312 佐々木 太志 ササキ フトシ 内房レーシングクラブ 千葉県 1:19:01
一般男子C 64 525 内海 建司 ウツミ ケンジ いにしゃるｋｎ 埼玉県 1:19:02
一般男子C 65 1127 菊地 亮太 キクチ リョウタ 東京都 1:19:06
一般男子A 26 80 小林 翔真 コバヤシ ショウマ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県 1:19:10
一般男子D 53 551 伊東 謙介 イトウ ケンスケ 埼玉県 1:19:11
一般女子B 4 618 本田 紗央里 ホンダ サオリ 東京都 1:19:13
一般男子E 68 593 辻 一孝 ツジ カズタカ 東京都 1:19:16
一般男子E 69 283 山本 浄 ヤマモト キヨシ 内房レーシング 千葉県 1:19:18
一般男子G 2 614 西條 祐樹 サイジョウ ユウキ 宮城県 1:19:21
エキスパート男子 28 30 山口 世奈 ヤマグチ セナ ＴＲＣパナマ 群馬県 1:19:21
一般男子A 27 1104 関谷 昌樹 セキヤ マサキ 群馬県 1:19:22
一般男子C 66 1537 高橋 大介 タカハシ ダイスケ 東京都 1:19:24
一般男子D 55 398 福原 有三 フクハラ ユウゾウ 埼玉県 1:19:25
一般男子D 54 542 山田 和成 ヤマダ カズナリ 神奈川県 1:19:25
一般男子A 28 477 戸丸 大地 トマル ダイチ 坂バカ部 群馬県 1:19:30
一般男子B 104 485 牛込 匠 ウシゴメ タクミ 剣菱重工自転車部 群馬県 1:19:36
一般男子E 70 424 三浦 新吾 ミウラ シンゴ 豆サイクリング　湘南夜練 神奈川県 1:19:37
一般男子E 71 425 橋本 貴史 ハシモト タカシ 桐生市役所自転車同好会 群馬県 1:19:40
一般男子B 105 244 青木 景志 アオキ ケイシ ＥＭＵ 東京都 1:19:42
一般男子C 67 843 小山 拓也 コヤマ タクヤ 栃木県 1:19:43
一般男子C 68 464 水上 雄一 ミズカミ ユウイチ ＥＲＣ 埼玉県 1:19:45
一般男子E 72 412 宮嶋 健一 ミヤジマ ケンイチ チームコスモス 埼玉県 1:19:45
一般男子D 56 538 柴木 史行 シバキ フミユキ 群馬県 1:19:52
一般男子D 57 866 大橋 興 オオハシ コウ 東京都 1:19:54
一般女子D 2 697 狩野 幸子 カノウ サチコ 上毛レーシング 群馬県 1:19:54
一般女子D 3 634 上野 英子 ウエノ エイコ ＶＩＶＡ雑兵 東京都 1:19:57
一般男子E 73 962 阿部 文彦 アベ フミヒコ 東京都 1:19:57
一般男子B 106 650 二見 広太 フタミ コウタ チーム旺祐 東京都 1:19:58
一般男子F 10 1004 松永 康生 マツナガ コウセイ たかだフレンド 神奈川県 1:20:02
エキスパート男子 29 36 本田 峻大 ホンダ シュンタ ＩＳＤジャイアンクラブ 東京都 1:20:02
一般男子E 74 925 小堺 猛弘 コサカイ タケヒロ 茨城県 1:20:04
一般男子E 75 985 根岸 均 ネギシ ヒトシ 神奈川県 1:20:05
一般男子A 29 644 中村 凌 ナカムラ リョウ ＯＫＫＤ 埼玉県 1:20:10
一般男子E 76 914 市川 雄一 イチカワ ユウイチ シクロクラブ 埼玉県 1:20:11
一般男子E 77 416 廻谷 浩久 メグリヤ ヒロヒサ 御幸ヶ原ＳＳ 栃木県 1:20:12
一般男子A 30 1246 小林 隼人 コバヤシ ハヤト 児玉白楊高校 埼玉県 1:20:14
一般男子C 69 384 山中 敦仁 ヤマナカ ノブヨシ 栃木県 1:20:14
一般男子E 78 976 藤浦 幸二 フジウラ コウジ 宮本金属株式会社 東京都 1:20:15
一般男子D 58 626 武藤 裕 ムトウ ユウ リベルタス 栃木県 1:20:16
一般男子G 3 432 高山 信行 タカヤマ ノブユキ チームサブ３ 神奈川県 1:20:16
一般男子E 79 1315 有阪 修二 アリサカ シュウジ 群馬県 1:20:17
一般男子A 31 756 内田 倫太郎 ウチダ リンタロウ 高崎経済大学サイクリング部 群馬県 1:20:20
エキスパート男子 30 48 両部 桂一 リョウベ ケイイチ オッティモ 千葉県 1:20:22
一般男子D 59 543 森本 裕司 モリモト ユウジ 埼玉県 1:20:23
一般男子E 80 444 小林 康由 コバヤシ ヤスヨシ えいちゃんち 埼玉県 1:20:23
一般男子E 81 585 寺島 淳一 テラジマ ジュンイチ 群馬県 1:20:25
一般男子A 32 343 櫻井 和真 サクライ カズマ 青学ブルベ自転車競技愛好会 群馬県 1:20:29
一般男子D 60 532 箕浦 良治 ミノウラ ヨシハル チームクソムシ 新潟県 1:20:29
一般男子E 82 954 山口 浩和 ヤマグチ ヒロカズ 茨城県 1:20:33
一般男子F 11 603 内田 潤 ウチダ ジュン 大福屋 東京都 1:20:33
一般男子D 61 391 石川 修 イシカワ オサム ＭＡＴＴＩＮＯ 東京都 1:20:34
一般男子B 107 494 中村 達也 ナカムラ タツヤ 埼玉県 1:20:41
一般男子D 62 854 斎藤 孝弘 サイトウ タカヒロ 新潟県 1:20:41
一般男子E 83 445 石岡 昇 イシオカ ノボル 東京都 1:20:43
一般男子D 63 461 石井 克彦 イシイ カツヒコ イシイ建築 群馬県 1:20:44
一般女子A 3 694 山田 菜月 ヤマダ ナツキ Ｔｅａｍ一匹狼 東京都 1:20:48
一般男子E 84 642 鈴木 太一 スズキ ダイチ 埼玉県 1:20:51
一般男子A 33 344 金子 貴昭 カネコ タカアキ 神奈川県 1:20:51
一般男子D 64 850 板坂 雅彦 イタサカ マサヒコ 夕霧峠サイクリングクラブ 石川県 1:20:57
一般男子C 70 656 根本 真治 ネモト シンジ 茨城県 1:20:58
一般男子F 12 300 荒川 利雄 アラカワ トシオ 千葉県 1:21:00
一般男子E 85 592 須田 克身 スダ カツミ 髪人 群馬県 1:21:01
一般男子D 65 662 一成 鈴木 スズキ カズナリ ＶＯＲＴＥＸ６３４ 埼玉県 1:21:01
一般男子A 34 472 長田 和之 ナガタ カズユキ ハケンの貧脚 群馬県 1:21:02
エキスパート男子 31 38 小野 太 オノ フトシ 太平山エンゼルス 栃木県 1:21:02
一般男子E 86 948 青木 康 アオキ コウ 平日温泉ライダース 東京都 1:21:02
一般男子E 87 988 高山 善人 タカヤマ ヨシト つくばペッツ 群馬県 1:21:13
一般男子D 66 1139 小林 正樹 コバヤシ マサキ 埼玉県 1:21:18



一般男子A 35 1947 本多 虎司朗 ホンダ コジロウ 前橋清陵高校 群馬県 1:21:19
一般男子E 88 562 田添 芳則 タゾエ ヨシノリ でんきち 埼玉県 1:21:19
一般男子E 89 303 諏訪 正行 スワ マサユキ ＴＥＡＭ　ＣＯＳＭＯＳ 埼玉県 1:21:23
一般男子F 13 691 田村 尚志 タムラ ヒサシ 群馬県 1:21:34
一般男子D 67 396 真下 昌久 マシモ アキヒサ 髪人 群馬県 1:21:36
一般男子B 108 240 笠置 昭宏 カサギ アキヒロ 茨城県 1:21:36
一般男子B 109 790 増田 智仁 マスダ トモヒト 栃木県 1:21:38
一般男子A 37 757 合沢 晃志 ゴウサワ コウシ 埼玉県 1:21:41
一般男子A 36 1103 滝川 琥舜 タキガワ コルト 群馬県 1:21:41
一般男子E 90 297 塚本 淳 ツカモト アツシ 長野県 1:21:44
一般男子B 110 767 清水 雄太 シミズ ユウタ チームＪＡＭ 群馬県 1:21:47
一般男子E 91 574 田中 潤 タナカ ジュン 東京都 1:21:54
一般男子D 68 864 水越 栄司 ミズコシ エイジ 栃木県 1:21:56
一般男子E 92 571 小暮 賢治 コグレ ケンジ 埼玉県 1:21:57
一般男子E 93 418 山口 徹也 ヤマグチ テツヤ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県 1:22:00
一般男子C 71 528 箱田 貴大 ハコダ タカヒロ キイロイトリ 群馬県 1:22:00
一般男子E 94 945 荒井 健介 アライ ケンスケ ５５５サークル 埼玉県 1:22:01
エキスパート男子 32 49 室井 利寛 ムロイ トシヒロ オンザロード 茨城県 1:22:03
一般男子D 69 460 長島 友幸 ナガシマ トモユキ 埼玉県 1:22:04
一般男子A 38 1047 山田 海斗 ヤマダ カイト 埼玉県 1:22:04
一般女子C 1 1024 松島 静香 マツシマ シズカ 松島ミート株式会社 埼玉県 1:22:05
エキスパート男子 33 46 諸田 展明 モロタ ノブアキ パワーキッズ 群馬県 1:22:06
一般男子E 95 577 椛澤 剛史 カバサワ ツヨシ 群馬県 1:22:07
一般男子A 39 1247 齋藤 龍美 サイトウ リュウビ 自転車競技部 群馬県 1:22:10
一般男子F 14 431 内海 晴男 ウツミ ハルオ HARP.RC 群馬県 1:22:12
一般男子D 70 1826 生田目 恵 ナマタメ メグミ 栃木県 1:22:16
一般男子A 40 348 中林 洸太朗 ナカバヤシ コウタロウ 太田工業 群馬県 1:22:17
エキスパート男子 34 54 上野 康則 ウエノ ヤスノリ 埼玉県 1:22:18
一般男子B 111 332 桑原 亘平 クワハラ コウヘイ 埼玉県 1:22:19
エキスパート男子 35 31 植松 浩介 ウエマツ ヒロスケ 髪人 群馬県 1:22:22
一般男子D 71 553 青葉 宏行 アオバ ヒロユキ みんくる千住 埼玉県 1:22:23
一般男子E 96 943 吉越 鉄太郎 ヨシコシ テツタロウ アルパイン 福島県 1:22:24
一般男子D 72 1038 若原 浩 ワカハラ ヒロシ Ｎａｓｕ　Ｆａｎ　Ｃｌｕｂ 埼玉県 1:22:24
一般男子B 112 370 落合 聡 オチアイ サトル 栃木県 1:22:25
一般男子A 41 1479 森 一麒 モリ イツキ 群馬県 1:22:26
一般男子D 73 1290 野村 拓哉 ノムラ タクヤ 栃木県 1:22:26
一般男子E 97 905 金久保 雄樹 カナクボ ユウジ ＳＴＲＩＤＥＳ 茨城県 1:22:28
一般男子D 74 443 宮川 奨 ミヤカワ ススム 群馬県 1:22:28
一般男子E 98 666 高瀬 秀之 タカセ ヒデユキ 群馬県 1:22:29
一般男子B 113 1975 小林 勝利 コバヤシ カツトシ 東京都 1:22:29
一般男子D 75 529 田沢 恭彦 タザワ ヤスヒコ 群馬県 1:22:30
一般男子F 15 715 谷口 謙都 タニグチ ケント 埼玉県 1:22:35
一般男子B 114 487 青木 秀雄 アオキ ヒデオ ＴＥＡＭ　ＤＥＬＦＩＮＯ 千葉県 1:22:42
一般男子B 115 164 五十嵐 良輔 イガラシ リョウスケ チームサニチ 栃木県 1:22:43
一般男子B 116 353 菅原 朋樹 スガハラ トモキ 明星自転車倶楽部 群馬県 1:22:46
一般男子F 16 994 露木 繁 ツユキ シゲル アトリエフルーブ 東京都 1:22:50
一般男子E 99 586 矢野 崇 ヤノ タカシ 千葉県 1:22:50
一般男子D 76 1552 田中 元大 タナカ モトヒロ 長野県 1:22:51
一般男子D 77 452 野口 壮司 ノグチ ソウジ 埼玉県 1:22:52
一般男子B 117 357 岡村 和彦 オカムラ カズヒコ 群馬県 1:22:55
一般男子D 78 1270 井上 順二 イノウエ ジュンジ ＰＵ２ 栃木県 1:22:57
一般男子F 17 612 樋口 眞光 ヒグチ マサミツ 東京都 1:22:58
一般男子E 100 420 柏岡 潤二 カシオカ ジュンジ 神奈川県 1:23:03
一般男子E 101 1432 横田 正美 ヨコタ マサミ ｋａｎｅｋｏ　ｃｌｕｂ　１５８ 栃木県 1:23:04
一般男子D 79 640 沢口 光一 サワグチ コウイチ ＴＥＡＭ　ＪＥＴＳ 群馬県 1:23:05
一般男子E 102 440 酒井 宏幸 サカイ ヒロユキ ＨＡＲＰ．ＲＣ 群馬県 1:23:08
一般男子B 118 1503 山形 聡彦 ヤマガタ アキヒコ 千葉県 1:23:09
一般女子D 4 1028 上野 育代 ウエノ イクヨ 埼玉県 1:23:15
一般男子B 119 363 久保田 広樹 クボタ ヒロキ ＥＬＭ 群馬県 1:23:16
一般男子D 80 540 今井 幸範 イマイ ユキノリ 群馬県 1:23:21
一般男子E 103 427 柳澤 一洋 ヤナギサワ カズヒロ 長野県 1:23:21
一般男子D 81 390 長谷川 誠 ハセガワ マコト ＳＹ－Ｎａｋ雪山組 神奈川県 1:23:27
一般男子D 82 849 津井 信一郎 ツイ シンイチロウ 東京都 1:23:31
一般男子E 104 929 加藤 幸彦 カトウ ユキヒコ 埼玉県 1:23:31
一般男子C 72 833 八巻 章 ヤマキ アキラ 福島県 1:23:31
一般男子F 18 627 平岩 秀夫 ヒライワ ヒデ ウイレック 福島県 1:23:34
一般男子F 19 604 高田 昭 タカダ アキラ チームマリアローザ 東京都 1:23:48
一般男子E 105 932 黛 敏治 マユズミ トシハル 群馬県 1:23:51
一般男子A 42 471 城内 拓実 シロウチ タクミ 東京都 1:23:52
一般男子E 106 638 山田 一弘 ヤマダ カズヒロ 辰巳会 群馬県 1:23:56
一般男子E 107 409 佐藤 昭男 サトウ アキオ 新橋０８４ 埼玉県 1:23:58



一般男子D 83 449 岡島 渉 オカジマ ワタル ＫＲＴ 群馬県 1:24:01
一般男子C 73 514 平石 桂三 ヒライシ ケイゾウ ＴＲＣパナマレッズ 群馬県 1:24:01
一般男子A 43 752 上野 祐太郎 ウエノ ユウタロウ 埼玉県 1:24:02
一般男子A 44 1893 原田 恭輔 ハラダ キョウスケ チームいいね押す 千葉県 1:24:05
一般男子F 20 325 守田 敬之 モリタ ヨシユキ ＺＴＴ 東京都 1:24:07
一般男子E 108 563 山岸 隆行 ヤマギシ タカユキ チームてっぺん 埼玉県 1:24:10
一般男子D 84 392 井狩 智久 イカリ トモヒサ Ｈｏｒｓｃａｔｅｇｏｒｉｅ 神奈川県 1:24:10
一般男子C 74 810 岡本 力 オカモト ツトム Ｐａｄｄｙ　ひたちなか 茨城県 1:24:12
一般男子F 21 324 齋藤 信一 サイトウ シンイチ ＯｎｅＷａｙ 群馬県 1:24:15
一般男子C 75 517 酒井 寛幸 サカイ ヒロユキ 神奈川県 1:24:23
一般男子D 85 402 藤崎 弘勝 フジサキ ヒロカツ 栃木県 1:24:24
一般男子D 86 554 五味 和仁 ゴミ カズヒト 埼玉県 1:24:31
一般男子C 76 524 服部 慎也 ハットリ シンヤ 東京都 1:24:31
一般男子E 109 977 木村 浩二 キムラ コウジ ねば塾 長野県 1:24:35
ジュニア男子 5 698 小林 兼太朗 コバヤシ ケンタロウ ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ 群馬県 1:24:36
一般男子F 22 462 高橋 克和 タカハシ ヨシカズ 群馬県 1:24:39
一般男子B 120 647 奥野 洵 オクノ ジュン ＥＬＭ 群馬県 1:24:39
一般男子B 121 509 小沢 洋一 オザワ ヨウイチ ダルマ 群馬県 1:24:41
一般男子G 4 1085 石川 修一 イシカワ シュウイチ 栃木県 1:24:41
一般女子C 2 1023 谷村 佳子 タニムラ ヨシコ スズパワー　カサゴ 埼玉県 1:24:47
一般女子A 4 1341 島崎 茉央 シマザキ マオ 日本大学櫻丘高等学校 東京都 1:24:47
一般男子F 23 690 大嶽 剛 オオタケ ツヨシ クリムゾン 東京都 1:24:49
一般男子E 110 289 小島 茂芳 コジマ シゲヨシ β－エンドルフィン 群馬県 1:24:50
一般男子E 111 716 阿久津 宜克 アクツ ヨシカツ 東京都 1:24:53
一般男子E 112 686 丸山 正志 マルヤマ マサシ ファーストバイシクル 埼玉県 1:24:54
一般男子D 87 1378 天野 崇 アマノ タカシ βーエンドルフィン 群馬県 1:24:55
一般男子C 77 829 萩野谷 勝 ハギノヤ マサル ちいりんご茜 群馬県 1:24:55
一般男子E 113 1311 川勝 誠 カワカツ マコト 大阪府 1:24:59
エキスパート男子 36 34 木村 俊 キムラ シュン 東京都 1:25:02
一般男子D 88 1147 嵩原 將志 タケハラ マサシ 群馬県 1:25:04
一般男子E 114 1161 坂本 隆 サカモト タカシ 埼玉県 1:25:10
一般男子E 115 1042 髙橋 賢 タカハシ ケン 東京都 1:25:11
一般男子A 45 1048 小宅 黎 オヤケ レイ 白鴎大学 栃木県 1:25:12
一般男子E 116 575 神村 則孝 カミムラ ノリタカ ｃｏ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県 1:25:16
一般男子C 78 386 道下 典幸 ミチシタ ノリユキ 群馬県 1:25:17
一般女子A 5 1338 高橋 まりの タカハシ マリノ 神奈川県 1:25:19
一般男子B 122 1364 並木 伸吾 ナミキ シンゴ 東京都 1:25:19
一般男子D 89 885 松島 祐治 マツシマ ユウジ 松島ミート株式会社 埼玉県 1:25:20
一般男子E 117 708 塩田 岳彦 シオダ タケヒコ 埼玉県 1:25:28
一般男子E 118 670 新井 秀行 アライ ヒデユキ セントラルレーシングクラブ群馬 群馬県 1:25:29
一般男子E 119 570 竹内 和彦 タケウチ カズヒコ 東京都 1:25:36
一般男子B 123 1110 高田 哲志 タカダ サトシ ミツバサイクリング部 群馬県 1:25:39
一般男子B 124 497 赤坂 真一 アカサカ シンイチ 千葉県 1:25:42
一般男子B 125 479 富井 晋司 トミイ シンジ 輪持久業 埼玉県 1:25:47
一般男子E 120 940 柴 信夫 シバ ノブオ 東京都 1:25:51
一般男子B 126 798 青木 伸輔 アオキ シンスケ 埼玉県 1:25:54
一般男子B 127 794 村田 大地 ムラタ ダイチ チーム旺祐 東京都 1:25:55
一般男子F 24 610 蔵野 隆洋 クラノ タカヒロ リベルタス 栃木県 1:25:57
オープン 1 9027 川本 翔大 1:25:58
一般男子D 90 704 加藤 伸悟 カトウ シンゴ 栃木県 1:25:59
一般男子D 91 1574 釣田 竜也 ツリタ タツヤ ダンシング４０プラス 茨城県 1:25:59
一般男子F 25 1424 滝澤 家信 タキザワ イエノブ ＯＴＣＣ 群馬県 1:26:03
一般男子E 121 296 藤田 潤一 フジタ ジュンイチ 群馬県 1:26:09
一般男子E 122 564 西形 広之 ニシカタ ヒロユキ パナマレッズ 群馬県 1:26:12
一般男子E 123 665 村上 利幸 ムラカミ トシユキ 東京都 1:26:13
一般男子A 46 1481 山岸 聖眞 ヤマギシ ショウシン Ｂ．Ｃ．Ｃ 東京都 1:26:14
一般男子D 93 852 坂口 孝太郎 サカグチ コウタロウ Ｌｉｏｎ 神奈川県 1:26:22
一般男子D 92 278 吉井 俊博 ヨシイ トシヒロ 群馬県 1:26:22
一般男子B 128 782 児玉 赳生 コダマ タケオ 東京都 1:26:24
一般男子E 124 568 渡辺 修一 ワタナベ シュウイチ ３Ｋ 群馬県 1:26:28
一般男子B 129 1112 小高 直希 オダカ ナオキ パン屋倶楽部 群馬県 1:26:33
一般男子D 94 1556 渡邉 哲生 ワタナベ テツオ 福島県 1:26:38
一般男子D 95 1059 吉成 幹記 ヨシナリ モトキ 埼玉県 1:26:40
一般男子B 130 493 上原 雅史 ウエハラ マサシ ペペローニしんせき 群馬県 1:26:42
一般男子E 125 624 難波 聡 ナンバ アキラ Ｍ＇ｓＫｒｅｗ 埼玉県 1:26:43
一般男子D 96 531 石田 修一 イシダ シュウイチ ＠９９ＲＩＤＥＲ 千葉県 1:26:44
一般男子C 79 655 冨田 浩平 トミタ コウヘイ 東京都 1:26:47
一般男子E 126 727 黒岩 透 クロイワ トオル ＫＣ３ 群馬県 1:26:48
一般男子C 80 169 泉山 浩志 イズミヤマ コウジ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県 1:26:48
一般男子E 127 677 小林 利行 コバヤシ トシユキ ＦＩＲＥＷＨＥＥＬ 群馬県 1:26:52
一般男子D 97 861 大藤 将人 オオフジ マサト 群馬県 1:26:54



一般男子E 128 591 福井 一夫 フクイ カズオ チームキイロイトリ 群馬県 1:26:55
一般男子E 129 663 佐藤 幸治 サトウ コウジ 千葉県 1:26:58
一般男子B 131 803 天野 大志 アマノ ダイシ 千葉県 1:26:58
一般男子F 26 1081 川上 幸司 カワカミ コウジ じてんしゃの杜 栃木県 1:27:01
一般女子C 3 1036 服部 絢子 ハットリ ジュンコ Ｔｅａｍ　ＳＨＩＤＯ 東京都 1:27:02
一般男子E 130 595 佐藤 治彦 サトウ ハルヒコ 千葉県 1:27:08
一般男子E 131 924 廣野 正也 ヒロノ マサヤ カネコイングス 東京都 1:27:09
一般男子E 132 685 大島 光輝 オオシマ ミツテル BGO by ASF 長野県 1:27:13
一般男子D 98 1573 武井 大樹 タケイ ダイキ 東京都 1:27:14
一般男子E 133 453 野村 英孝 ノムラ ヒデタカ ペペローニシンセキ 群馬県 1:27:20
一般男子E 134 973 池田 佳司 イケダ ケイジ コバトン倶楽部 群馬県 1:27:23
一般男子A 47 469 阿部 信祐 アベ シンスケ ＮＭＳａｒｃｈｅｒｙ 東京都 1:27:28
一般男子B 132 764 金子 卓司 カネコ タクジ 埼玉県 1:27:31
一般男子E 135 683 柳沢 昌宏 ヤナギサワ マサヒロ 東京都 1:27:31
一般女子A 6 1671 亀田 汐理 カメダ シオリ 栃木県 1:27:33
一般男子E 136 587 洞澤 昇 ホラサワ ノボル テニスパーク湘南 神奈川県 1:27:33
一般男子C 81 520 末田 幹夫 スエダ ミキオ 群馬県 1:27:34
一般男子E 137 971 鈴木 智行 スズキ トモユキ かねこれーしんぐ 埼玉県 1:27:35
一般男子C 82 722 森嶋 浩史 モリシマ コウジ 吉澤石灰工業 栃木県 1:27:36
エキスパート女子 2 67 森 ディオナ モリ ディオナ 群馬県 1:27:37
一般男子A 48 331 粕谷 建太 カスヤ ケンタ 奥武蔵ＣＬ 埼玉県 1:27:37
一般女子B 5 1020 濱桐 由美子 ハマギリ ユミコ 神奈川県 1:27:39
一般男子C 83 377 菅原 貴英 スガワラ タカトシ ＣＯＷＧＵＮＭＡ 群馬県 1:27:40
一般男子E 138 450 綿貫 聡志 ワタヌキ サトシ 群馬県 1:27:42
一般女子D 5 1026 首藤 律子 シュドウ リツコ 群馬県 1:27:44
一般男子G 5 1222 中西 眞一 ナカニシ シンイチ HOBO RC 栃木県 1:27:44
一般男子D 99 394 齊藤 信浩 サイトウ ノブヒロ ＢＴＳＪ春日部 埼玉県 1:27:49
一般男子F 27 997 亀田 茂男 カメダ シゲオ 埼玉県 1:27:50
一般男子C 84 522 八巻 正剛 ヤマキ マサヨシ 福島県 1:27:53
ジュニア男子 6 1969 小林 咲斗 コバヤシ サキト 群馬県 1:27:56
一般男子B 133 648 小野 高 オノ タカシ 群馬県 1:28:00
一般男子E 139 909 柏谷 拓伸 カシタニ ヒロノブ ＦＣＣ 東京都 1:28:02
一般男子C 85 512 桜井 善弘 サクライ ヨシヒロ 髪人 群馬県 1:28:05
一般男子D 100 1783 井上 孝司 イノウエ コウジ 群馬県 1:28:06
一般男子F 29 299 斉藤 信之 サイトウ ノブユキ ノブテック 群馬県 1:28:06
一般男子F 28 689 前田 敦司 マエダ アツシ チーム・フォルツァ！ 茨城県 1:28:06
一般男子C 86 375 栗原 典正 クリハラ ノリマサ 群馬県 1:28:07
一般男子D 101 661 奈良瀬 勝弘 ナラセ カツヒロ 埼玉県 1:28:09
一般男子E 140 454 中島 透 ナカジマ トオル アルホーク 埼玉県 1:28:10
一般男子E 141 680 中川 隆 ナカガワ タカシ ＡＣＲ－ＦＯＲＴＵＮＡ 埼玉県 1:28:11
一般男子E 142 1175 冨田 克樹 トミタ カツキ Ｇｉｎｒｉｎ．ＦＳ 群馬県 1:28:13
一般男子B 134 804 ＢＡＢＯＵＲＩ ＡＹＭＥＮ バボウリ アイメン 栃木県 1:28:14
一般男子G 6 613 横田 道夫 ヨコタ ミチオ グラン・デパール 群馬県 1:28:17
一般男子E 143 1154 品田 浩之 シナダ ヒロユキ ち～むたなべ衛 埼玉県 1:28:21
一般男子E 144 982 黒岩 恒彦 クロイワ ツネヒコ 髪人 群馬県 1:28:23
一般男子B 135 481 川合 孝則 カワイ タカノリ モンテラック 東京都 1:28:27
一般男子D 103 1149 石川 祥三 イシカワ ショウゾウ 千葉県 1:28:28
一般男子E 145 938 飯塚 真也 イイヅカ シンヤ 中内自転車部 群馬県 1:28:28
一般男子D 102 1564 井上 大輔 イノウエ ダイスケ シクロクラブ 埼玉県 1:28:28
一般男子F 30 710 中沢 良一 ナカザワ リョウイチ ファーストバイシクル 埼玉県 1:28:29
一般男子C 87 657 高橋 昌吾 タカハシ ショウゴ 群馬県 1:28:30
一般女子C 4 696 市村 愛 イチムラ アイ スウィートホーム江戸川 千葉県 1:28:30
一般男子E 146 419 森本 修 モリモト オサム リベルタス 栃木県 1:28:30
一般男子E 147 672 内田 信昭 ウチダ ノブアキ 群馬県 1:28:31
一般女子C 5 619 矢野 紘子 ヤノ ヒロコ ＮＩＣＯーＯＺ／あふみー 群馬県 1:28:35
一般男子C 88 516 中谷 賢治 ナカタニ ケンジ 東京都 1:28:42
一般男子C 89 523 坂本 啓介 サカモト ケイスケ ぽん丸レーシング 埼玉県 1:28:46
一般男子E 148 926 田辺 隆 タナベ タカシ ＨＳＨＫ 千葉県 1:28:47
一般男子D 104 1385 為谷 欣伸 タメガイ ヨシノブ ネッツトヨタ群馬 群馬県 1:28:49
一般男子D 105 1144 上之原 義朗 ウエノハラ ヨシロウ ＳＡＬＵＴＥＰｒｏｊｅｃｔ 埼玉県 1:28:49
一般男子E 149 936 笠野 浩志 カサノ ヒロシ ストームライダーズ 神奈川県 1:28:49
一般男子C 90 702 田中 智己 タナカ サトキ ＣｉｔｒｉｃＡｃｉｄ 群馬県 1:28:50
一般男子E 150 580 高柳 浩二 タカヤナギ コウジ グラン・デパール 群馬県 1:28:50
一般男子D 106 270 田口 紀昭 タグチ ノリアキ 埼玉県 1:28:50
一般男子D 107 875 今井 優輝 イマイ ユウキ 神奈川県 1:28:52
一般男子E 151 899 設永 昌広 ノブナガ マサヒロ 東京都 1:28:52
一般男子D 108 556 上野 雅史 ウエノ マサシ 栃木県 1:28:52
一般男子C 91 1540 永田 恵一 ナガタ ケイイチ 群馬県 1:28:54
一般男子C 92 373 高木 忠実 タカギ タダミ 埼玉県 1:28:58
一般男子E 152 631 中沢 昭 ナカザワ アキラ 群馬県 1:28:58
一般男子E 153 576 村田 通吉 ムラタ ツヨシ 群馬県 1:29:04



一般男子C 93 1813 ホール サイモン ホール サイモン 彩の国ＪＥＣ松茸学園 埼玉県 1:29:06
一般男子D 109 530 小野瀬 淳也 オノセ ジュンヤ ｔｅａｍやるで～ 栃木県 1:29:09
一般男子G 7 1012 石田 進 イシダ ススム 群馬県 1:29:10
一般男子F 31 1074 箱 隆之 ハコ タカユキ チームＳＵＢ３ 神奈川県 1:29:14
一般男子E 154 1039 大河原 丞 オオカワラ ススム 神奈川県 1:29:16
一般男子C 94 1531 渡邊 昌良 ワタナベ マサヨシ 埼玉県 1:29:16
一般男子B 136 480 高宮 駿一 タカミヤ シュンイチ ＥＭＵ　ＳＰＥＥＤ　ＣＬＵＢ 埼玉県 1:29:16
一般男子B 137 506 土屋 洸 ツチヤ コウ ＴＥＡＭ　ＤＥＬＦＩＮＯ 東京都 1:29:17
一般男子F 32 995 菊池 透 キクチ トオル なるしまフレンド 神奈川県 1:29:19
一般男子F 33 1237 岡 裕泰 オカ ヒロヤス Ｄａｎｃｉｎｇ４０＋ 茨城県 1:29:22
一般男子E 155 986 正木 博 マサキ ヒロシ 埼玉県 1:29:25
一般男子E 156 1316 吉野 宗徳 ヨシノ ムネノリ 黒森 埼玉県 1:29:27
一般男子A 49 643 北條 崇 ホウジョウ タカシ 無所属 群馬県 1:29:30
一般男子D 110 539 小竹 宏志 コタケ ヒロシ 神奈川県 1:29:30
一般男子D 111 535 内藤 頼光 ナイトウ ヨリミツ 埼玉県 1:29:31
一般男子A 50 1948 大竹 優輝 オオタケ ユウキ 埼玉県 1:29:32
一般男子D 112 622 須永 嘉人 スナガ ヨシト ｓｋｃｃ 群馬県 1:29:34
一般男子B 138 1906 片上 正貴 カタガミ マサキ 栃木県 1:29:34
一般男子E 157 958 中山 浩次 ナカヤマ コウジ （株）中山総合建設 群馬県 1:29:35
一般男子E 158 581 佐藤 良幸 サトウ ヨシユキ 神奈川県 1:29:38
一般男子E 159 979 中尾 健 ナカオ ケン ＲＣ　ＨＯＢＯ 群馬県 1:29:40
一般男子B 139 652 渕上 諭 フチガミ サトシ ＰＩＳＴＡ 神奈川県 1:29:45
一般男子D 113 1274 小野木 孝 オノギ タカシ 千葉県 1:29:48
一般男子E 160 987 横田 泰人 ヨコタ ヤスヒト かねこれーしんぐ 埼玉県 1:29:49
一般男子E 161 1317 毛見 岳夫 ケミ タケオ 群馬県 1:29:50
一般男子B 140 1050 綿貫 勇樹 ワタヌキ ユウキ アミーゴだんべー 群馬県 1:29:54
一般男子B 141 778 内谷 悦久 ウチヤ ヨシヒサ ３Ｋ 群馬県 1:29:55
一般男子E 162 1849 齋藤 栄 サイトウ サカエ 彩の国ＪＥＣ　松茸学園 埼玉県 1:29:56
一般男子A 51 1703 長沢 雄祐 ナガサワ ユウスケ 東京都立大学 東京都 1:29:58
一般男子E 163 939 八幡 浩司 ヤワタ コウジ 群馬県 1:30:01
一般男子D 114 867 森鳰 哲吏 モリニブ サトシ 西片ペダル 群馬県 1:30:01
一般男子E 164 902 波部 剛 ハベ ツヨシ 千葉県 1:30:02
一般男子D 116 848 西牟田 浩伸 ニシムタ ヒロノブ 埼玉県 1:30:08
一般男子D 115 1919 髙山 洋一 タカヤマ ヨウイチ 埼玉県 1:30:08
一般男子E 165 1587 杉山 哲 スギヤマ テツ 栃木県 1:30:09
一般男子E 166 720 松縄 要 マツナワ カナメ みんくる深川 千葉県 1:30:12
一般男子E 167 916 田嶋 良宏 タジマ ヨシヒロ 長野県 1:30:13
一般男子B 142 1949 藤田 和浩 フジタ カズヒロ 東京都 1:30:14
一般男子E 168 896 城詰 美智晴 シロヅメ ミチハル ＨＡＲＰ．ＲＣ 群馬県 1:30:15
一般男子E 169 928 藤本 康生 フジモト ヤスオ ＴＥＡＭ　ＴＡＣＫＳ 埼玉県 1:30:19
一般男子C 95 835 高田 健志 タカダ ケンジ 茨城県 1:30:20
ジュニア男子 7 621 今井 皓瑛 イマイ テルアキ 群馬県 1:30:22
一般男子D 117 1286 小原 航洋 オバラ コウヨウ 東京都 1:30:23
一般男子E 170 960 堤 幹夫 ツツミ ミキオ ＲＳＣＣ 神奈川県 1:30:24
一般男子E 171 984 駒崎 透 コマサキ トオル 千葉県 1:30:30
一般男子B 143 490 飛田 浩之 トビタ ヒロユキ ＴＥＡＭ輪持久業 埼玉県 1:30:32
一般男子C 96 1266 大福地 亮 オオフクジ リョウ ＯＴＣ 栃木県 1:30:32
一般男子E 172 910 板倉 真 イタクラ マコト ＴＲＣパナマレッズ 群馬県 1:30:41
一般男子E 173 981 結城 貴之 ユウキ タカユキ 埼玉県 1:30:42
一般男子D 118 862 荒井 祐一 アライ ユウイチ 茨城県 1:30:49
一般男子E 174 919 倉元 賢二 クラモト ケンジ Ａ＆ＤＣＣ 埼玉県 1:30:50
一般男子E 175 908 桑原 隆浩 クワバラ タカヒロ チームＦ 東京都 1:30:52
一般男子E 176 725 鈴木 與志晴 スズキ ヨシハル 神奈川県 1:30:55
一般男子G 8 639 高橋 修 タカハシ オサム 群馬県 1:30:55
一般男子D 119 534 茂原 正臣 シゲハラ マサオミ ユニテックＲＣ 群馬県 1:31:00
一般男子E 177 687 宇山 博行 ウヤマ ヒロユキ KLTロードバイク 埼玉県 1:31:01
一般男子F 34 1664 小林 秀高 コバヤシ ヒデタカ 東京都 1:31:02
一般男子E 178 579 松田 浩 マツダ ヒロシ 東京都 1:31:08
一般男子E 179 561 石塚 健一 イシツカ ケンイチ ＳＭＣ（株） 茨城県 1:31:08
一般女子D 6 1029 田島 洋子 タジマ ヨウコ シャークアイランド 埼玉県 1:31:09
一般男子F 35 1079 坂本 正樹 サカモト マサキ 上毛レーシング 群馬県 1:31:12
一般男子A 52 1892 津野 幸輝 ツノ コウキ 大阪府 1:31:16
一般女子D 7 437 山口 優子 ヤマグチ ユウコ Ｗ．Ｖ．Ｃ．Ｃ． 東京都 1:31:16
一般男子A 53 1473 佐藤 圭介 サトウ ケイスケ 群馬県 1:31:18
一般男子E 180 726 小出 隆 コイデ タカシ 栃木県 1:31:21
一般男子E 181 566 菅沼 弘孝 スガヌマ ヒロユキ ポレポレ 群馬県 1:31:21
一般男子E 182 1626 河野 雄揮 コウノ ユウキ 埼玉県 1:31:25
一般男子C 97 1966 八木澤 賢二 ヤギサワ ケンジ 栃木県 1:31:31
一般女子A 7 1674 黒川 真理子 クロカワ マリコ ＣＩＮＱＭＯＲＣＥＡＵ 千葉県 1:31:31
一般女子C 6 1086 星 恵子 ホシ ケイコ オンザロード　ＨＳＨＫ 東京都 1:31:37
一般男子C 98 832 水無 誠 ミズナシ マコト 茨城県 1:31:37



一般男子D 120 1387 小林 優一 コバヤシ ユウイチ 小林設計事務所 群馬県 1:31:39
一般男子D 121 546 山口 直樹 ヤマグチ ナオキ ＥＭＵ　ＳＰＥＥＤ　ＣＬＵＢ 東京都 1:31:39
一般男子C 99 459 根岸 泰隆 ネギシ ヤスタカ ＥＲＣ 群馬県 1:31:41
一般男子F 36 1426 中林 好之 ナカバヤシ ヨシユキ 群馬県 1:31:45
一般男子D 122 1982 松本 成敏 マツモト シゲトシ 群馬県 1:31:52
一般男子E 184 949 阿部 宏和 アベ ヒロカズ 群馬県 1:31:53
一般男子E 183 935 田村 悟 タムラ サトル 栃木県 1:31:53
一般男子D 123 1430 成島 誠 ナルシマ マコト 茨城県 1:31:59
エキスパート男子 37 47 山崎 敏一 ヤマザキ トシカズ ＰＬＵＳ　ＵＬＴＲＡ 埼玉県 1:32:00
一般男子F 37 1006 新関 卓哉 ニイゼキ タクヤ 栃木県 1:32:03
一般男子E 185 671 唐澤 智 カラサワ アキラ アリゾナ会 群馬県 1:32:03
一般女子D 8 620 細野 章子 ホソノ アキコ 平日温泉ライダース 東京都 1:32:05
一般男子A 54 470 佐藤 智崇 サトウ トモタカ 岩手県 1:32:05
一般女子B 6 1017 齋藤 真梨子 サイトウ マリコ 平温温泉ライダース 東京都 1:32:07
一般男子C 100 513 町田 紀人 マチダ ノリヒト ＨＡＲＰ．ＲＣ 群馬県 1:32:11
一般男子E 186 1061 山内 健一 ヤマウチ ケンイチ もっこす 東京都 1:32:15
一般男子E 187 1178 重成 有 シゲナリ ユウ 群馬県 1:32:18
一般男子D 124 712 中島 孝敏 ナカジマ タカトシ ３Ｋ 群馬県 1:32:18
一般男子A 55 1358 橋本 直季 ハシモト ナオキ 群馬県 1:32:20
一般女子B 7 1016 加藤 夢美 カトウ ユメミ 中島サイクル／Ｃｌｏｕｄ９ 神奈川県 1:32:25
エキスパート男子 38 56 木村 友希 キムラ ユウキ 千葉県 1:32:27
エキスパート男子 39 43 西澤 和旗 ニシザワ カズキ 神奈川県 1:32:28
一般男子A 56 741 石井 慎太郎 イシイ シンタロウ ミサトスタン共和国代表 埼玉県 1:32:32
一般男子B 144 1801 市川 高詩 イチカワ タカシ 軽井沢ＳＩＮ 東京都 1:32:36
一般男子A 57 473 馬場 柊吾 ババ シュウゴ 高崎経済大学サイクリング部 群馬県 1:32:36
一般男子D 125 558 城本 忠司 シロモト タダシ 岐阜県 1:32:37
一般男子B 145 496 小林 正史 コバヤシ マサシ 東京都 1:32:41
一般男子F 38 998 石川 宏行 イシカワ ヒロユキ 埼玉県 1:32:41
一般男子E 188 1071 小林 茂 コバヤシ シゲル 埼玉県 1:32:42
一般男子C 101 511 本多 英明 ホンダ ヒデアキ 群馬県 1:32:46
一般男子E 189 1633 保科 光宏 ホシナ ミツヒロ 神奈川県 1:32:50
一般男子E 190 415 高橋 幸一 タカハシ コウイチ 千葉県 1:32:51
一般男子E 191 293 新井 仁 アライ ヒトシ ペペローニ 群馬県 1:32:51
一般男子E 192 667 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ ＯＮＥ　ＴＯＫＹＯ　ＲＣ 神奈川県 1:32:55
一般男子E 193 927 瀬田 享博 セタ ユキヒロ アタック 群馬県 1:32:56
一般男子E 194 1411 山崎 賢治 ヤマザキ ケンジ 群馬県 1:33:00
一般男子E 195 947 中嶋 幸治 ナカジマ コウジ ペペローニしんせき 群馬県 1:33:02
一般男子E 196 1101 本間 礼 ホンマ マサシ ＡＣＲ 埼玉県 1:33:08
一般男子E 197 1639 草野 英俊 クサノ ヒデトシ 埼玉県 1:33:09
一般男子F 39 1205 青山 圭介 アオヤマ ケイスケ ＴｅａｍＡＯ 群馬県 1:33:09
一般男子B 146 1052 髙橋 祐樹 タカハシ ユウキ 群馬県 1:33:11
エキスパート男子 40 45 河合 博一 カワイ ヒロカズ 千葉県 1:33:14
一般男子B 147 230 小濱 光弘 コハマ ミツヒロ 群馬県 1:33:16
一般男子E 198 455 三田 尚輝 ミタ ナオキ 群馬県 1:33:16
一般男子D 126 1142 一瀬 正樹 イチノセ マサキ 埼玉県 1:33:18
一般男子E 199 968 多賀谷 雄太 タガヤ ユウタ 埼玉県 1:33:24
一般男子D 127 1832 名執 太郎 ナトリ タロウ 彩の国ＪＥＣ 埼玉県 1:33:27
一般男子D 128 878 深澤 久夫 フカサワ ヒサオ チーム大和 群馬県 1:33:30
一般男子B 148 772 神谷 雄介 カミヤ ユウスケ 埼玉県 1:33:32
一般男子C 102 1053 岡田 幸平 オカダ コウヘイ 東京都 1:33:33
一般男子D 129 888 代永 隆士 ヨナガ タカシ ＫＰＲＢ 茨城県 1:33:36
一般男子F 41 1650 川崎 秀 カワサキ シゲル ジーシーシー自転車部 群馬県 1:33:38
一般男子F 40 601 中村 文保 ナカムラ ノリヤス 埼玉県 1:33:38
一般男子B 149 786 渡部 悠聖 ワタベ ユウセイ 群馬県 1:33:39
一般男子B 150 91 田村 匡基 タムラ マサキ 埼玉県 1:33:41
一般男子F 42 430 大塚 敏晃 オオツカ トシアキ チーム輪持久業 埼玉県 1:33:45
一般男子C 103 1372 川島 正樹 カワシマ マサキ 東京都 1:33:46
一般男子F 43 632 飯田 実 イイダ ミノル 栃木県 1:33:46
一般男子E 200 913 黒岩 誠 クロイワ マコト 嬬恋晴レルヤ２０２０ 群馬県 1:33:48
一般男子E 201 729 鈴木 昭弘 スズキアキヒロ 埼玉県 1:33:52
一般男子E 202 1152 田所 洋貴 タドコロ ヒロキ Ｏ２ＴＲＣ 茨城県 1:33:54
一般男子E 203 736 二渡 基成 フタワタリ モトナリ 矢板アローズＣｙｃｌｉｎｇＴｍ 東京都 1:33:55
一般男子C 104 1533 佐久間 譲 サクマ ユズル 埼玉県 1:33:58
一般男子F 44 1077 小林 賢司 コバヤシ ケンジ 群馬県 1:33:59
一般男子D 130 857 齋藤 洋一郎 サイトウ ヨウイチロウ 群馬県 1:34:04
一般男子E 204 990 大畠 昭彦 オオハタ アキヒコ 静岡県 1:34:11
一般男子E 205 735 川崎 義治 カワサキ ヨシハル チリペッパーズ 埼玉県 1:34:13
一般男子B 151 1234 シュレスタ ニメス シュレスタ ニメス 群馬県 1:34:13
一般男子D 131 877 原 英樹 ハラ ヒデキ ＴＥＡＭ山登 東京都 1:34:14
一般男子E 206 1308 猪狩 孝 イガリ タカシ 東京都 1:34:16
一般男子F 45 731 清水 輝雄 シミズ テルオ 荒ヒル（岩淵↔︎新砂） 埼玉県 1:34:22



一般男子A 58 1478 前原 佑生 マエハラ ユウキ 群馬県 1:34:23
一般男子F 46 692 平地 幸一 ヒラチ コウイチ ラボランナーズ 福島県 1:34:24
一般男子B 152 1365 佐藤 翔 サトウ ショウ 埼玉県 1:34:25
一般女子D 9 1025 菊池 香 キクチ カオリ なるしまフレンド 神奈川県 1:34:26
一般男子E 208 1167 松本 貴行 マツモト タカユキ 栃木県 1:34:26
一般男子E 207 1190 岡野 智浩 オカノ トモヒロ ななちゃんレーシング 千葉県 1:34:26
一般男子D 132 1711 星 智徳 ホシ トモノリ 東毛フレンズ 群馬県 1:34:27
一般男子C 105 1521 齋藤 文一 サイトウ フミカズ 東京都 1:34:38
一般男子C 106 817 星野 太一 ホシノ タイチ 群馬県 1:34:40
一般男子E 209 598 川上 哲哉 カワカミ テツヤ オンザロード 茨城県 1:34:46
一般男子E 210 912 西村 克彦 ニシムラ カツヒコ ＹＯＵＣＡＮ 東京都 1:34:46
一般男子B 153 1907 田中 一穂 タナカ カズホ 栃木県 1:34:47
一般男子E 211 1297 植木 和浩 ウエキ カズヒロ 千葉県 1:34:48
一般男子B 154 1362 山口 智裕 ヤマグチ トモヒロ ＮＳＰ群馬 群馬県 1:34:54
一般男子E 212 705 小林 弘明 コバヤシ ヒロアキ 小林自転車店 群馬県 1:34:54
一般男子C 107 813 金子 絢一 カネコ ジュンイチ ぐうたら爆走隊 群馬県 1:35:00
一般男子D 133 1569 鈴木 雄一郎 スズキ ユウイチロウ 秘密結社チャリンコドランカーズ 群馬県 1:35:00
一般男子B 155 1739 高橋 邦永 タカハシ クニエイ みどり市 群馬県 1:35:01
一般男子F 47 693 川島 和彦 カワシマ カズヒコ TRCパナマレッズ 群馬県 1:35:01
一般男子F 48 1082 茂木 雅裕 モキ マサヒロ ハルチャンママ 群馬県 1:35:03
一般男子B 156 762 安 幸治 アン コウジ キヤノン 埼玉県 1:35:05
一般男子E 213 1040 桑原 弘之 クワバラ ヒロユキ 群馬県 1:35:06
一般男子E 214 284 久住 実 クスミ ミノル 埼玉県 1:35:07
一般男子E 215 1060 佐藤 道 サトウ オサム 佐藤家 埼玉県 1:35:08
一般男子B 157 1118 鈴木 友之 スズキ トモユキ 群馬県 1:35:09
一般男子F 49 1215 井谷 幸一 イタニ コウイチ 埼玉県 1:35:09
一般男子B 158 799 田畑 頼人 タバタ ライト 栃木県 1:35:11
一般男子D 134 872 浜名 政行 ハマナ マサユキ 群馬県 1:35:12
一般男子C 108 839 原 一朗 ハラ カズオ 東京都 1:35:17
一般男子F 50 1216 加藤 弘 カトウ ヒロシ 栃木県 1:35:17
一般男子C 109 837 羽鳥 周一 ハトリ シュウイチ ミツバサイクリング部 群馬県 1:35:24
一般男子B 159 1109 横山 雄紀 ヨコヤマ ユウキ 埼玉県 1:35:25
一般男子C 110 840 田中 健智 タナカ タツノリ 東京都 1:35:26
一般男子E 216 895 井上 大介 イノウエ ダイスケ マグー 群馬県 1:35:33
一般男子B 161 492 加藤 祐太 カトウ ユウタ 埼玉県 1:35:39
一般男子B 160 1509 池川 幸哉 イケガワ ユキヤ プルスウルトラ 埼玉県 1:35:39
一般男子E 217 707 御園 雅之 ミソノ マサユキ 群馬県 1:35:41
一般女子B 8 1018 林 英里 ハヤシ エリ 千葉県 1:35:42
一般男子D 135 893 小玉 毅彦 コダマ タケヒコ ＣｉｔｒｉｃＡｃｉｄ 群馬県 1:35:47
一般男子E 218 963 飯塚 誠 イイヅカ マコト ＦＣアルコリコ 群馬県 1:35:49
一般男子E 219 1607 鈴木 和幸 スズキ カズユキ 茨城県 1:35:51
一般男子A 59 1439 小島 元路 コジマ ゲンジ 群馬県 1:35:52
一般男子A 60 1357 金井 稜真 カナイ リョウマ 群馬県 1:35:56
一般男子B 162 501 内田 友基 ウチダ ユウキ ＴＲＣ　ＰＡＮＡＭＡ 群馬県 1:35:59
一般男子F 51 1043 横田 裕一 ヨコタ ユウイチ 群馬県 1:36:02
一般男子E 220 1153 酒井 紀人 サカイ ノリヒト 神奈川県 1:36:04
一般男子F 52 1080 谷 義夫 タニ ヨシオ 群馬県 1:36:06
一般男子B 163 1251 串淵 貴彦 クシブチ タカヒコ チーム大崎 埼玉県 1:36:12
エキスパート男子 41 58 立川 久夫 タチカワ ヒサオ 三重県 1:36:13
一般男子C 111 1532 岩田 修 イワタ オサム 群馬県 1:36:14
一般男子E 221 669 木部 貞利 キベ サダトシ Ｋ―ｉｎｇ　ＵＲＴ 埼玉県 1:36:15
一般男子B 164 700 渋川 昭彦 シブカワ アキヒコ チームユナイト 群馬県 1:36:15
一般男子D 136 1913 今井 雅弘 イマイ マサヒロ 中川工業 愛知県 1:36:17
一般女子A 8 616 竹内 清子 タケウチ サヤコ Ｗ．Ｖ．Ｃ．Ｃ． 東京都 1:36:20
一般男子A 61 746 白川 幸裕 シラカワ ユキヒロ 群馬県 1:36:20
一般男子E 222 596 酒井 暁彦 サカイ トキヒコ チーム青木 群馬県 1:36:22
一般男子B 165 651 小池 智之 コイケ トモユキ 群馬県 1:36:24
一般男子F 53 688 高橋 一 タカハシ マコト ＡＣＲ 埼玉県 1:36:26
一般男子E 223 970 田中 郁夫 タナカ イクオ 髪人 群馬県 1:36:31
一般男子A 62 753 新井 大夢 アライ ヒロム 藤岡工業高校 群馬県 1:36:31
一般男子F 54 1000 須賀 勤 スガ ツトム がっちゃんず 群馬県 1:36:32
一般男子C 112 822 早川 慶紀 ハヤカワ ヨシノリ 埼玉県 1:36:32
一般女子C 7 1680 春日 智郁子 カスガ チカコ 千葉県 1:36:33
一般男子E 224 1069 細川 和則 ホソカワ カズノリ 群馬県 1:36:34
一般男子A 63 1489 近藤 哲留 コンドウ テツル 群馬県 1:36:35
一般男子A 64 1471 須藤 正照 スドウ キミアキ ニャオハ立つな 東京都 1:36:36
一般男子E 225 1605 丸山 健一 マルヤマ ケンイチ 埼玉県 1:36:38
一般男子E 227 1299 伊藤 孝志 イトウ タカシ ネギ 群馬県 1:36:39
一般男子C 113 1096 佐野 俊輔 サノ シュンスケ 埼玉県 1:36:39
一般男子E 226 1611 木村 利武 キムラ トシタケ 木村内装 東京都 1:36:39
一般男子F 55 451 横山 敏 ヨコヤマ サトシ ＴＯＰ　ＳＰＥＥＤ 福島県 1:36:42



一般男子D 137 1287 丸田 典孝 マルタ ノリタカ 群馬県 1:36:42
一般男子D 138 853 三浦 将之 ミウラ マサユキ 千葉県 1:36:44
一般男子E 228 1165 峰田 孝志 ミネタ タカシ 東京都 1:36:46
一般男子D 139 1276 田村 友邦 タムラ トモクニ ＤＯＨＶ 群馬県 1:36:47
一般男子F 56 1197 秋山 志津男 アキヤマ シヅオ ＨＥＲＯＭ 千葉県 1:36:47
一般女子B 9 1342 奈村 陽子 ナムラ ヨウコ 東京都 1:36:48
一般男子A 65 742 関根 将吾 セキネ ショウゴ 群馬県 1:36:50
一般男子C 114 257 小倉 明彦 オグラ アキヒコ ＪＦＥ―ＣＣ 神奈川県 1:36:52
一般女子D 10 1088 鈴木 尚代 スズキ タカヨ ユニテック 群馬県 1:36:57
一般男子E 229 294 木村 竜一 キムラ リュウイチ 群馬県 1:36:58
一般男子E 230 991 松井 正典 マツイ マサノリ 高崎トライアスロン協会 群馬県 1:36:59
一般女子C 8 1094 小林 一美 コバヤシ ヒトミ ポタプラス 茨城県 1:37:01
一般男子D 140 1129 武笠 友亮 ムカサ ユウスケ 群馬県 1:37:01
一般男子G 9 1008 茂原 淳次 シゲハラ ジュンジ ユニテックＲＣ 群馬県 1:37:03
一般男子A 66 745 内堀 康太 ウチボリ コウタ 千葉県 1:37:04
一般男子B 166 1255 國分 孝 コクブ タカシ 東京都 1:37:05
一般男子D 141 628 松本 直樹 マツモト ナオキ ユニテックＲＣ 群馬県 1:37:06
一般男子C 115 819 大久保 旭人 オオクボ アキヒト チームニルス 茨城県 1:37:07
一般男子C 116 1268 接待 拓朗 セッタイ タクロウ たつのこサイクリング 茨城県 1:37:07
一般男子E 231 597 町田 純一 マチダ ジュンイチ キヤノン電子 埼玉県 1:37:08
一般男子E 232 1155 榎本 俊行 エノモト トシユキ 東邦大学大橋病院自転車部 東京都 1:37:11
一般男子E 233 673 佐川 和己 サガワ カズミ 埼玉県 1:37:16
一般男子B 167 763 日面 将一 ヒオモ ショウイチ ＳＡＮＷＡ　ＴＡＬＫＥＲＳ 群馬県 1:37:16
一般男子D 142 1131 横山 元 ヨコヤマ モト 株式会社長竹材木店 埼玉県 1:37:18
一般男子E 234 901 青木 勉 アオキ ツトム 埼玉県 1:37:20
エキスパート男子 42 64 ＳＯ ＰＯＮＧ　ＹＩＮ ソー ボンイン 東京都 1:37:21
一般男子A 67 1474 重田 彬貴 シゲタ アキタカ 群馬県 1:37:22
一般男子D 143 276 川嶌 和明 カワシマ カズアキ ナマズプラストチギ 埼玉県 1:37:23
エキスパート男子 43 57 小川 誠 オガワ マコト 群馬県 1:37:25
一般男子E 235 1457 高橋 修 タカハシ オサム ペペローニしんせき 群馬県 1:37:27
一般男子E 236 1461 岡 稔 オカ ミノル 神奈川県 1:37:31
一般男子B 168 1493 藤原 哲 フジワラ サトシ エスビック株式会社 群馬県 1:37:36
一般男子E 237 1318 池谷 研一 イケタニ ケンイチ 東京都 1:37:38
一般男子E 238 1616 粟飯原 光広 アイバラ ミツヒロ 株式会社タロスシステムズ 千葉県 1:37:42
一般男子B 169 1904 本波 和樹 ホンナミ カズキ 埼玉県 1:37:42
一般女子C 9 695 山田 貴子 ヤマダ タカコ ＰＡＲＴＹ 東京都 1:37:45
一般男子D 144 1578 野口 裕之 ノグチ ヒロユキ 弾丸 埼玉県 1:37:46
一般男子A 68 1690 荒井 リクオ アライ リクオ 高崎工業高校 群馬県 1:37:52
一般男子E 239 1066 福島 統 フクシマ マサル 埼玉県 1:37:54
一般男子A 69 1883 堀越 裕充 ホリコシ ヒロミチ 富岡高校 群馬県 1:37:54
一般男子E 240 600 笹本 英明 ササモト ヒデアキ 東京都 1:37:56
一般男子D 145 887 中村 大介 ナカムラ ダイスケ 高崎トライアスロン 群馬県 1:37:56
一般男子F 57 1201 浅野 博 アサノ ヒロシ トップギア 愛知県 1:37:58
一般男子E 241 1193 葉山 恵三 ハヤマ ケイゾウ 株式会社ミツバ 栃木県 1:38:01
一般男子E 242 717 羽鳥 節男 ハトリ セツオ さやりーず 埼玉県 1:38:03
一般男子F 58 607 戸辺 徹 トベ トオル 東京都 1:38:05
一般男子C 117 1909 中本 好則 ナカモト ヨシノリ 栃木県 1:38:07
一般男子E 243 1619 関口 誠 セキグチ マコト 僕らは駆け抜ける 群馬県 1:38:07
一般男子D 146 1545 石塚 郁洋 イシヅカ イクヒロ 株式会社地道 埼玉県 1:38:07
一般男子E 244 1236 白井 宏樹 シライ ヒロキ 群馬県 1:38:09
一般男子E 245 1168 鈴木 信行 スズキ ノブユキ 神奈川県 1:38:09
一般男子F 59 608 高木 豊 タカギ ユタカ 桐生青果 群馬県 1:38:09
一般男子B 170 1106 石関 麻世 イシゼキ マヨ 群馬県 1:38:11
一般男子E 246 1858 斉藤 信長 サイトウ ノブヒコ 足利銀行 栃木県 1:38:12
一般男子E 247 714 山田 光之 ヤマダ ミツユキ 上毛レーシング 群馬県 1:38:13
一般男子A 70 1971 石村 悠策 イシムラ ユウサク ＳＢＣ横浜あざみ野 神奈川県 1:38:13
一般女子D 11 1229 池田 清子 イケダ キヨコ 群馬県 1:38:13
一般男子E 248 918 安藤 純 アンドウ ジュン 群馬県 1:38:17
一般男子E 249 674 佐藤 賢裕 サトウ タカヒロ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県 1:38:20
一般男子C 118 252 笠井 良徳 カサイ ヨシノリ 東京都 1:38:22
一般男子E 250 678 伊藤 嘉和 イトウ ヨシカズ 群馬県 1:38:26
一般男子F 60 1665 笹目 淳一 ササメ ジュンイチ 茨城県 1:38:27
一般男子C 119 1122 黒岩 尚隆 クロイワ ナオタカ ＢｒｉｄｇｅＦｒｏｎｔ 群馬県 1:38:27
一般男子C 120 845 平畑 栄一 ヒラハタエイイチ 東京都 1:38:28
一般男子B 171 1361 中山 勝俊 ナカヤマ カツトシ 群馬県 1:38:35
一般男子E 251 1638 海野 智広 ウミノ トモヒロ 茨城県 1:38:37
一般男子A 71 1790 小林 亮太 コバヤシ リョウタ 栃木県 1:38:38
一般男子D 147 894 北田 正樹 キタダマサキ 群馬県 1:38:40
一般男子B 172 1517 秋田 祐輔 アキタ ユウスケ 埼玉県 1:38:42
一般男子D 148 541 清水 正人 シミズ マサヒト アイフィールド 群馬県 1:38:46
一般男子D 149 1554 林 隆二 ハヤシ リュウジ 群馬県 1:38:48



一般男子G 10 1010 上口 幸雄 カミグチ ユキオ オッティモ 千葉県 1:38:50
一般男子E 252 1406 平川 剛宏 ヒラカワ タカヒロ 東京都 1:38:52
一般男子E 253 1192 山口 茂 ヤマグチ シゲル カローラ群馬 群馬県 1:38:54
一般男子F 61 734 早戸 順一 ハヤト ジュンイチ 埼玉県 1:38:55
一般男子E 254 1466 西尾 敏郎 ニシオ トシロウ 神奈川県 1:38:56
一般女子B 10 1343 穗積 優美 ホヅミ ユミ 東京都 1:38:57
一般男子F 62 1200 池田 正樹 イケダ マサキ 群馬県 1:38:58
一般男子E 255 1393 粂川 義樹 クメカワ ヨシキ チームあやいく 栃木県 1:38:59
一般男子B 173 1902 西山 拡 ニシヤマ ヒロシ チームいいね押す 群馬県 1:39:03
一般男子D 150 1130 ローリー イアン ローリー イアン 東京都 1:39:06
一般男子E 256 664 齋藤 幸雄 サイトウ ユキオ ＴＥＡＭ・Ｋ 群馬県 1:39:07
一般男子E 257 1072 山田 英之 ヤマダ ヒデユキ ペペローニ・シンセキ 群馬県 1:39:11
一般男子E 258 706 鈴木 雅博 スズキ マサヒロ 緑高陸上部ＯＢ 静岡県 1:39:12
一般男子E 259 1448 中村 竜雄 ナカムラ タツオ 茨城県 1:39:12
一般男子D 151 1291 鈴木 正志 スズキ マサシ 栃木県 1:39:17
一般男子D 152 1150 山﨑 好古 ヤマサキ ヨシフル 群馬県 1:39:18
一般男子A 72 1700 谷 昂亮 タニ コウスケ 埼玉県 1:39:24
一般男子F 63 605 河端 幸司 カワバタ コウジ 埼玉県 1:39:25
一般男子E 260 1172 冨川 八峰 トミカワ ヤツホ ウィンターランド　レーシング 東京都 1:39:26
エキスパート男子 44 51 鈴木 克美 スズキ カツミ 茨城県 1:39:28
一般男子E 261 730 蓮見 勉 ハスミ ツトム 埼玉県 1:39:32
一般男子A 73 1894 光定 直紀 ミツサダ ナオキ チームいいね押す 埼玉県 1:39:35
一般男子F 64 1661 石川 博 イシカワ ヒロシ アンタレス足利 栃木県 1:39:38
一般男子D 153 1143 小鹿野 健一 オガノ ケンイチ ＳＡＬＵＴＥ　ｐｒｏｊｅｃｔ 埼玉県 1:39:40
一般女子D 12 1102 星野 千恵美 ホシノ チエミ いぶきんず 新潟県 1:39:41
一般男子B 174 1502 奥村 文仁 オクムラ フミト 群馬県 1:39:41
一般男子A 74 760 森木 駿 モリキ シュン ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県 1:39:41
一般男子B 175 1800 田沼 貴大 タヌマ タカヒロ 彩の国ＪＥＣ松茸学園 埼玉県 1:39:44
一般男子B 176 807 片桐 渉 カタギリ ワタル 群馬県 1:39:45
一般女子C 10 1225 久保 美恵 クボ ミエ Ｕ２　ＢＩＫＥＳ 東京都 1:39:53
一般男子C 121 699 小林 正典 コバヤシ マサノリ 群馬県 1:39:53
一般男子E 262 584 西田 裕紀 ニシダ ヤスノリ オンザロード 茨城県 1:39:55
エキスパート男子 45 50 丹野 虎士己 タンノ コオキ 埼玉県 1:39:55
一般男子E 263 1181 小金澤 嘉 コガネザワ ヨシミ 群馬県 1:39:56
一般男子E 264 668 圷 正志 アクツ マサシ 茨城県 1:39:58
一般女子A 9 1013 高橋 実結 タカハシ ミユ 白梅学園高等学校 東京都 1:39:59
一般男子D 154 399 金子 利幸 カネコ トシユキ 群馬県 1:40:00
一般男子B 177 1734 瀬谷 祐介 セヤ ユウスケ ＳＢＣ横浜あざみ野 神奈川県 1:40:03
一般男子E 265 1186 川口 誠 カワグチ マコト 群馬県 1:40:06
一般男子D 155 1383 齋藤 利博 サイトウ トシヒロ あゆむ山の会 埼玉県 1:40:06
一般男子E 266 1391 林 卓巳 ハヤシ タクミ 群馬県 1:40:09
一般男子D 156 1269 岩井 啓人 イワイ ヒロト ＥＲＢＲＥＣＨＥＮ　ＴＴＭ 千葉県 1:40:10
一般男子E 267 1098 棚田 登 タナダ ノボル 東京都 1:40:11
一般男子D 157 876 森 正伸 モリ マサノブ シクロクラブ 埼玉県 1:40:14
一般男子E 268 1159 萩原 努 ハギハラ ツトム 東京都 1:40:18
一般男子F 65 1422 高田 賢二 タカダ ケンジ 東京都 1:40:21
一般男子F 66 1328 須藤 欣司 ストウ キンジ WBC 群馬県 1:40:24
一般男子E 269 594 高橋 紀之 タカハシ ノリユキ 藤岡市役所サイクリング部 群馬県 1:40:25
一般男子D 158 851 青木 稔 アオキ ミノル 埼玉県 1:40:31
一般男子F 67 1325 吉田 秀男 ヨシダ ヒデオ Ｊａｍ 群馬県 1:40:31
一般男子F 68 1414 野口 俊治 ノグチ トシハル くすの木病院 群馬県 1:40:33
一般男子E 270 969 渡邉 一海 ワタナベ カズミ 神奈川県 1:40:40
一般男子G 11 1668 橋本 鈞 ハシモト ヒトシ ウゴーレーシング 東京都 1:40:41
一般男子E 271 956 須田 英二 スダ エイジ 大黒 神奈川県 1:40:41
一般男子E 272 1187 中島 正実 ナカジマ マサミ 埼玉県 1:40:42
一般男子F 69 609 町村 文彦 マチムラ フミヒコ チームたなぼ 群馬県 1:40:43
一般男子B 178 1051 伊藤 秀明 イトウ ヒデアキ ＴＨＯＮＧＬＯＲ　ＢＩＫＥ 栃木県 1:40:45
一般男子A 75 1789 関根 健人 セキネ ケント 茨城県 1:40:45
一般女子A 10 615 磯田 美咲 イソダ ミサキ 東京都 1:40:46
一般男子B 179 1518 三木 雄司 ミキ ユウジ 群馬県 1:40:52
一般男子D 159 1134 久保 仁 クボ ジン 埼玉県 1:40:57
エキスパート男子 46 35 田畑 智史 タバタ サトシ 埼玉県 1:41:07
一般男子B 180 1730 山田 雅胤 ヤマダ マサツグ 群馬県 1:41:09
一般男子E 273 946 中島 茂 ナカジマ シゲル かねこれーしんぐ 埼玉県 1:41:10
一般男子E 274 1093 常木 孝彦 ツネキ タカヒコ 埼玉県 1:41:11
ジュニア男子 8 1970 坂本 甫 サカモト ハジメ 群馬県 1:41:13
一般女子A 11 1223 越田 真奈美 コシタ マナミ 神奈川県 1:41:14
一般男子E 275 411 川野 朋秀 カワノ トモヒデ シモーネ 東京都 1:41:17
一般男子D 160 404 熊崎 忠 クマザキ タダシ 東京都 1:41:18
一般男子D 161 1289 武田 敬次 タケダ ケイジ 群馬県 1:41:21
一般男子F 70 1002 堀住 浩一 ホリズミ ヒロイチ スズパワー＆ろーたす 埼玉県 1:41:24



一般男子B 181 1900 澤田 貴宏 サワダ タカヒロ 群馬県 1:41:26
一般男子E 276 1169 大澤 陽一郎 オオサワ ヨウイチロウ 埼玉県 1:41:28
一般男子F 71 1320 近藤 健 コンドウ タケシ 東京都 1:41:29
一般男子E 277 1164 竹内 浩則 タケウチ ヒロノリ 群馬県 1:41:30
一般男子D 162 1773 長岡 宏暢 ナガオカ ヒロノブ 桐生青果 群馬県 1:41:33
一般男子E 278 721 青木 勝巳 アオキ カツミ サイクルヨシダＣＣ 群馬県 1:41:34
一般男子F 72 999 小松 正 コマツ タダシ がっちゃんくん 栃木県 1:41:36
一般男子B 182 457 塚本 健郎 ツカモト タケオ ＥＲＣ 群馬県 1:41:48
一般男子E 279 1988 泉田 太郎 イズミダ タロウ 埼玉県 1:41:49
一般男子E 280 955 中山 晋 ナカヤマ シン トライドバイシクルズ 群馬県 1:41:52
一般男子C 122 659 片桐 一幸 カタギリ カズユキ 群馬県 1:41:54
一般女子C 11 1344 鈴木 光代 スズキ ミツヨ 茨城県 1:42:01
一般男子E 281 426 宮内 和夫 ミヤウチ カズオ チーム天神 群馬県 1:42:02
一般女子D 13 1227 西倉 陽子 ニシクラ ヨウコ 埼玉県 1:42:05
一般男子E 282 1195 松倉 康彦 マツクラ ヤスヒコ エクステリアユズキ 群馬県 1:42:07
一般男子D 163 1140 眞野 清 マノ キヨシ ぺぺローニしんせき 群馬県 1:42:09
一般男子G 12 1084 久保田 俊一 クボタ シュンイチ ＨＡＲＰ 群馬県 1:42:15
一般男子E 283 1634 新井 義徳 アライ ヨシノリ 海山レーシング 埼玉県 1:42:16
一般男子B 183 1119 金子 貴大 カネコ タカヒロ 群馬県 1:42:16
一般男子E 284 951 佐藤 大輔 サトウ ダイスケ 東京都 1:42:18
一般男子E 285 1068 細堀 治宏 ホソボリ ハルヒロ 東京都 1:42:21
一般男子B 184 1359 北島 遼昂 キタジマ リョウコウ ＢＣＣ 千葉県 1:42:26
一般男子D 164 1382 中島 洋幸 ナカジマ ヒロユキ 神奈川県 1:42:27
一般男子F 73 1651 神倉 稔 カミクラ ミノル ミノムシ 群馬県 1:42:27
一般男子C 123 823 萩原 直人 ハギワラ ナオト ｏｎｅｗａｙ 群馬県 1:42:31
一般男子D 165 1388 伊能 篤史 イヨク アツシ 群馬県 1:42:31
一般男子B 185 1736 谷田部 裕 ヤタベ ユタカ 山梨県 1:42:34
一般男子B 186 1113 荻原 弘樹 オギハラ ヒロキ 長野県 1:42:35
一般男子A 76 474 梶間 晏璃 カジマ アンリ 群馬県 1:42:38
一般女子B 11 617 石川 由紀子 イシカワ ユキコ 茨城県 1:42:41
一般男子C 124 1375 小林 雄樹 コバヤシ ユウキ 東京都 1:42:45
一般男子A 77 740 佐藤 陽祐 サトウ ヨウスケ あるふぁ～ 群馬県 1:42:46
一般男子E 286 961 広瀬 公則 ヒロセ キミノリ ＪＥＴＴ 愛知県 1:42:48
一般男子D 166 1146 西口 哲弥 ニシグチ テツヤ 左岸会 東京都 1:42:48
一般男子E 287 944 川又 永治 カワマタ エイジ 栃木県 1:42:49
一般男子E 288 1628 糸井 康博 イトイ ヤスヒロ 神奈川県 1:42:57
一般男子C 125 1528 丸山 和樹 マルヤマ カズキ イレブンサイクル 東京都 1:42:58
一般男子D 167 860 荒川 圭司 アラカワ ケイジ 群馬県 1:43:00
一般男子A 78 1488 土田 拓実 ツチダ タクミ 東京都 1:43:03
一般男子C 126 841 林 直弘 ハヤシ ナオヒロ 群馬県 1:43:07
一般男子C 127 1355 茂木 啓二郎 モテギ ケイジロウ 群馬県 1:43:12
一般男子A 79 1248 三平 隆文 ミヒラ タカフミ 群馬大学 神奈川県 1:43:16
一般男子C 128 827 山本 祥大 ヤマモト ヨシヒロ 箕郷のポン 群馬県 1:43:16
一般男子A 80 1725 新井 大樹 アライ ダイキ 明和県央高等学校 群馬県 1:43:20
一般女子B 12 1224 栗田 麻朝 クリタ マアサ 群馬県 1:43:20
一般男子D 168 1817 西田 剛市 ニシダ コウイチ ＯＴＴＯ 埼玉県 1:43:21
一般男子B 187 718 近藤 靖典 コンドウ ヤスノリ チームみんくる 東京都 1:43:22
一般男子D 169 1915 森 正平 モリ ショウヘイ 東京都 1:43:23
一般男子E 289 1313 野村 孝史 ノムラ タカシ 群馬県 1:43:29
一般男子B 188 1512 森 圭広 モリ ヨシヒロ 群馬県 1:43:33
一般男子B 189 1257 割田 謙吾 ワリタ ケンゴ オンザロード 埼玉県 1:43:33
一般男子A 81 1244 小山 亮 コヤマ リョウ 群馬県 1:43:34
一般男子B 190 1497 高山 一騎 タカヤマ カズキ 群馬県 1:43:37
一般男子D 170 1576 飯泉 博之 イイズミ ヒロユキ 茨城県 1:43:37
一般男子D 171 1282 下境 剛 シモサカイ タケシ 群馬県 1:43:38
一般男子E 290 1641 中島 康彦 ナカジマ ヤスヒコ 群馬県 1:43:40
一般男子E 291 1157 橋本 誠司 ハシモト セイジ 群馬県 1:43:43
一般男子D 172 1380 高草木 豊 タカクサギ ユタカ ＭＴＢで登るよ！ 群馬県 1:43:45
一般男子B 191 1256 鈴木 翔太 スズキ ショウタ 栃木県 1:43:46
一般男子B 192 1737 高堂 和英 タカドウ カズアキ 東京都 1:43:47
一般男子A 82 1946 青木 咲眞 アオキ ショウマ 前橋西高校 群馬県 1:43:51
一般男子A 83 1485 関口 朋希 セキグチ トモキ 僕らは駆け抜ける 群馬県 1:44:00
一般男子D 173 1099 隈部 敏隆 クマベ トシタカ 神奈川県 1:44:01
一般男子D 174 1577 佐藤 博之 サトウ ヒロユキ 茨城県 1:44:02
一般男子E 292 931 下山 正 シモヤマ タダシ 群馬県 1:44:03
一般男子A 84 749 山家 嘉之 ヤマガ ヨシユキ 東京都 1:44:05
一般男子E 293 1688 梁瀬 清 ヤナセ キヨシ 山形県 1:44:08
一般男子E 294 1632 三平 将彦 ミヒラ マサヒコ クリニックみひら 神奈川県 1:44:10
一般男子C 129 1347 松山 弘世 マツヤマ ヒロヨ 東京都 1:44:10
一般男子D 175 1148 須藤 淳 ストウ アツシ 群馬県 1:44:14
一般男子A 85 1486 星 尚志 ホシ ナオユキ ＢＣＣ 東京都 1:44:15



一般男子C 130 1054 木村 努 キムラ ツトム 群馬県 1:44:17
一般男子D 176 1145 岩城 辰也 イワキ タツヤ 手賀沼自転車倶楽部 埼玉県 1:44:18
一般男子D 177 1100 小林 史明 コバヤシ フミアキ 桐生走ろう会 栃木県 1:44:24
一般男子F 74 1655 柳澤 彰 ヤナギサワ アキラ 群馬県 1:44:26
一般男子A 86 468 寺田 駿介 テラダ シュンスケ ｎｍ７Ｒａｃｉｎｇ 栃木県 1:44:31
一般男子E 295 1719 宮本 靖 ミヤモト ヤスシ 千葉県 1:44:36
エキスパート男子 47 59 田代 秀幸 タシロ ヒデユキ 東京都 1:44:38
一般男子E 296 1238 栗田 義明 クリタ ヨシアキ チームダイレイ 東京都 1:44:53
一般男子E 297 1319 深澤 寧 フカサワ ヤスシ 610 東京都 1:44:55
一般男子C 131 1952 斉藤 昭敏 サイトウ アキトシ 要クラブ 東京都 1:44:58
一般男子D 178 1278 柴田 真寿男 シバタ マスオ 群馬県 1:45:03
一般男子E 298 1307 瀬戸 和弘 セト カズヒロ 埼玉県 1:45:07
一般男子F 75 1001 清水 茂 シミズ シゲル 群馬県 1:45:08
一般男子D 179 1983 野澤 元 ノザワ ハジメ 栃木県 1:45:09
一般男子E 299 1446 斉藤 慎一 サイトウ シンイチ 群馬県 1:45:14
一般男子B 193 1250 野口 俊 ノグチ シュン にんじんちーん 東京都 1:45:16
一般男子E 300 413 佐藤 秀明 サトウ ヒデアキ ＮＩＣＯ－ＯＺ 神奈川県 1:45:17
一般男子D 180 1280 杉田 英隆 スギタ ヒデタカ 富山県 1:45:19
一般男子F 76 1746 Peter Liu Peter Liu 千葉県 1:45:21
一般男子A 87 81 湯田 陽也 ユダ ハルヤ 埼玉県 1:45:23
一般男子G 13 1219 天堂 栄二 テンドウ エイジ 埼玉県 1:45:27
一般男子E 301 1859 栗原 芳克 クリハラ ヨシカツ ＳＥＯ８２１４ 千葉県 1:45:27
一般男子E 302 1067 久保田 裕 クボタ ユタカ 群馬県 1:45:28
一般男子E 303 1447 川崎 宏 カワサキ ヒロシ 群馬県 1:45:33
一般男子B 194 737 老川 哲広 オイカワ アキヒロ ＬーＢＲＥＡＴＨ　ＢＩＫＥ 東京都 1:45:36
一般男子C 132 811 松本 芳朗 マツモト ヨシロウ べるえき 群馬県 1:45:40
一般男子E 304 1171 木村 努 キムラ ツトム 神奈川県 1:45:42
一般男子E 305 1177 久保田 康雄 クボタ ヤスオ ＭＳＳレーシング 茨城県 1:45:44
一般男子C 133 1263 瀬尾 恒治 セオ ツネハル クリフエッジ 群馬県 1:45:53
一般男子B 195 1253 黒崎 直人 クロサキ ナオト 群馬日野自動車 群馬県 1:45:56
一般男子E 306 1156 田島 雄介 タジマ ユウスケ 松山油脂株式会社 東京都 1:45:56
一般女子C 12 1226 関根 美樹 セキネ ミキ 平日温泉ライダース 東京都 1:46:00
一般男子E 307 1412 高塚 鉄男 タカツカ テツオ パオットサイクリングクラブ 神奈川県 1:46:01
一般男子B 196 1707 福泉 将彦 フクイズミ マサヒコ 高崎モータースクール 群馬県 1:46:05
一般男子D 181 1283 寺内 勝彦 テラウチ カツヒコ 群馬県 1:46:06
一般男子B 197 1805 仁井 皓大 ニイ コウダイ 彩の国ＪＥＣ松茸学園 埼玉県 1:46:07
一般男子C 134 1535 井口 智庸 イノクチ トモノブ 埼玉県 1:46:09
一般男子E 308 1310 熊谷 潤 クマガイ ジュン 東京都 1:46:11
一般男子D 182 868 荒木 貴俊 アラキ タカトシ 群馬県 1:46:25
一般男子E 309 723 伊熊 秀哲 イクマ ヒデノリ タマレンジャー 埼玉県 1:46:25
一般男子D 183 1917 渡辺 昭 ワタナベ アキラ 埼玉県 1:46:27
一般男子D 184 1128 関口 貴久 セキグチ タカヒサ フェアデヘルデ 群馬県 1:46:28
一般男子D 185 1136 北爪 範之 キタヅメ ノリユキ ＯＲＥＴＡＣＨＩ 群馬県 1:46:29
一般男子E 310 701 小菅 智志 コスゲ サトシ 群馬県 1:46:30
一般男子F 77 1218 伊藤 博夫 イトウ ヒロオ 埼玉県 1:46:31
一般男子B 198 1796 葛西 拓也 カサイ タクヤ 群馬県 1:46:32
一般男子B 199 499 上田 敬祐 ウエダ ケイスケ 神奈川県 1:46:35
一般男子E 311 915 中 勝 ナカ マサル 埼玉県 1:46:37
一般男子B 200 160 添野 正輝 ソエノ マサキ 埼玉県 1:46:38
一般男子F 78 1041 山口 峰夫 ヤマグチ ミネオ 群馬県 1:46:43
一般男子E 313 1631 坂巻 泰弘 サカマキ ヤスヒロ 埼玉県 1:46:44
一般男子E 312 992 岡田 陽一 オカダ ヨウイチ トライドバイシクル 群馬県 1:46:44
一般男子C 135 1539 新井 将丈 アライ マサトモ 千葉県 1:46:47
一般男子F 79 1420 池田 和弘 イケダ カズヒロ ＯＴＣＣ 群馬県 1:46:52
一般男子E 314 1584 深沢 英喜 フカサワ ヒデキ ヨシモトポール 群馬県 1:46:55
一般男子G 14 1221 下田 達夫 シモダ タツオ 群馬県 1:47:01
一般男子E 315 920 武田 守令 タケダ モリヨシ パナマレッズ 群馬県 1:47:05
ジュニア男子 9 1876 糸原 嗣詠 イトハラ ジエイ 高崎市立塚沢中学校 群馬県 1:47:08
一般男子E 316 1935 塩野 雄一 シオノ ユウイチ 埼玉県 1:47:16
一般男子E 317 1189 石上 秀一 イシガミ ヒデカズ 埼玉県 1:47:19
一般男子E 318 1396 伊藤 文久 イトウ フミヒサ 群馬県 1:47:21
一般女子D 14 1684 河野 栄子 コウノ エイコ 埼玉県 1:47:24
一般男子F 80 1323 舩津 智正 フナツ トモマサ 群馬アタック 群馬県 1:47:25
一般男子E 319 1309 田辺 裕義 タナベ ヒロヨシ ユニテックＲＣ 長野県 1:47:28
一般男子E 320 930 跡部 賢一 アトベ ケンイチ 東京都 1:47:30
一般男子F 81 602 大瀧 秀樹 オオタキ ヒデキ ナカヤマン 東京都 1:47:31
一般男子A 88 1468 山田 啓太 ヤマダ ケイタ 東京都 1:47:32
一般男子E 321 1750 加藤 芳男 カトウ ヨシオ 神奈川県 1:47:36
一般男子B 201 1513 仲村 淳 ナカムラ ジュン ハケンの貧脚 岐阜県 1:47:37
一般男子D 186 1953 岩井 誠 イワイ マコト 埼玉県 1:47:40
一般男子E 322 959 吉口 秀和 ヨシグチ ヒデカズ 埼玉県 1:47:42



一般男子C 136 1529 福地 翔介 フクチ ヨウスケ ＧＲＢＯ 群馬県 1:47:46
一般男子C 137 1265 藤原 大輔 フジワラ ダイスケ ＪＩＮＴＥＣ 埼玉県 1:47:47
一般男子E 323 993 須賀 裕之 スガ ヒロユキ ナミエ 群馬県 1:47:49
一般男子F 82 611 明石 政巳 アカシ マサミ リベルタスクラブ 栃木県 1:48:04
エキスパート男子 48 61 伊藤 雅明 イトウ マサアキ 埼玉県 1:48:08
一般男子F 83 1076 岡田 幸宏 オカダ ユキヒロ 群馬県 1:48:09
一般男子B 202 1951 山岸 広典 ヤマギシ コウスケ 太田市役所 群馬県 1:48:11
一般男子A 89 1249 深澤 海人 フカサワ カイト 610 東京都 1:48:14
一般男子E 324 1590 佐々木 真一 ササキ シンイチ ＰＯＬＥＰＯＬＥ 群馬県 1:48:15
一般男子F 85 1436 牛久 隆 ウシク タカシ クボタ環境エンジニアリング 栃木県 1:48:21
一般男子C 138 1367 飯ケ谷 悟 イイガヤ サトル 明星自転車倶楽部 東京都 1:48:21
一般男子F 84 1213 村上 幸二郎 ムラカミ コウジロウ 埼玉県 1:48:21
一般男子B 203 1696 堀内 隆司 ホリウチ リュウジ 東京都 1:48:22
一般男子E 325 1627 手塚 孝幸 テツカ タカユキ うどん仲生自転車部 栃木県 1:48:26
一般男子C 139 1123 岡 了平 オカ リョウヘイ 平日温泉ライダース 東京都 1:48:26
一般男子C 140 825 高橋 浩二 タカハシ コウジ 群馬県 1:48:28
一般女子D 15 1429 小林 美奈子 コバヤシ ミナコ えいちゃんち 埼玉県 1:48:30
一般女子B 13 1871 荒川 瞳 アラカワ ヒトミ 群馬県 1:48:30
一般男子E 326 934 五十嵐 克英 イガラシ カツヒデ チームＦ 埼玉県 1:48:32
一般男子D 187 890 越川 博俊 コシカワ ヒロトシ 埼玉県 1:48:34
一般男子D 188 1273 大沢 貴志 オオサワ タカシ ｄｅｌｉｇｈｔｂｉｋｅ 群馬県 1:48:35
一般男子F 86 709 野口 治幸 ノグチ ハルユキ 群馬県 1:48:36
一般男子E 327 965 平谷 淳 ヒラタニ アツシ セントラルレーシングクラブ 静岡県 1:48:36
一般男子E 328 1718 小澤 泰之 オザワ ヤスユキ 前橋工業高校 群馬県 1:48:42
一般男子F 87 1326 山中 敏行 ヤマナカ トシユキ 栃木県 1:48:47
一般男子E 329 625 今泉 一也 イマイズミ カズヤ わたらせ森林組合 群馬県 1:48:49
一般女子C 13 1428 高塚 香織 タカツカ カオリ ＰＡＯＴＴＣＣ 神奈川県 1:48:49
一般男子E 330 215 関口 秀樹 セキグチ ヒデキ 髪人 群馬県 1:48:50
一般男子E 331 1390 鈴木 一則 スズキ カズノリ サンキン株式会社 群馬県 1:48:52
一般男子B 204 1507 秋元 佑介 アキモト ユウスケ 東京都 1:48:53
ジュニア男子 10 1031 宗像 耀栄 ムナカタ ヨウエイ 塚沢中学校 群馬県 1:48:53
一般女子B 14 1019 原 結葉 ハラ ユウハ 東京都 1:48:56
一般男子E 332 1857 松原 努 マツバラ ツトム 東京都 1:48:56
一般男子G 15 1011 阿部 行博 アベ ユキヒロ リベルタス 栃木県 1:49:01
一般男子F 88 1321 原 利男 ハラ トシオ ＢＥＡＣＨ 埼玉県 1:49:03
一般男子E 333 1065 沢村 幸一 サワムラ コウイチ 埼玉県 1:49:07
一般男子B 205 1108 柳澤 亨 ヤナギサワ トオル 株式会社北村工務店 埼玉県 1:49:10
一般男子E 334 1609 今井 正 イマイ マサシ 群馬県 1:49:20
一般男子E 335 719 山岸 裕司 ヤマギシ ユウジ みんくる深川 千葉県 1:49:25
一般男子B 206 1769 山田 実 ヤマダ ミノル 栃木県 1:49:25
一般男子D 189 1033 湯本 浩望 ユモト ヒロミ 群馬県 1:49:29
一般男子A 90 1440 鈴木 悠太 スズキ ユウタ 宇都宮大学 栃木県 1:49:32
一般男子D 190 1572 岡田 賢 オカダ ケン 茨城県 1:49:33
一般男子B 207 1806 石井 貴章 イシイ タカアキ 彩の国ＪＥＣ　松茸学園 茨城県 1:49:37
一般男子E 336 904 佐藤 政浩 サトウ マサヒロ 茨城県 1:49:38
一般男子A 91 1785 津田 郁海 ツダ イクミ 埼玉県 1:49:42
エキスパート男子 49 42 三井 透 ミツイ トオル むささび 東京都 1:49:43
一般男子D 191 711 田島 道哉 タジマ ミチヤ 埼玉県 1:49:45
一般男子C 141 96 小彼 靖弘 オガノ ヤスヒロ 埼玉県 1:49:46
一般男子E 337 1166 井上 清志 イノウエ キヨシ 隼 群馬県 1:49:47
一般男子D 192 889 丹伊田 暁功 ニイダ トキノリ アルプスアルパイン 福島県 1:49:48
一般男子E 339 1158 鈴木 英明 スズキ ヒデアキ 群馬県 1:49:50
一般男子E 338 292 町田 洋 マチダ ヒロシ マチダレーシング 群馬県 1:49:50
一般男子E 340 1091 坂本 喜紀 サカモト ヨシノリ 群馬県 1:49:59
一般男子F 89 1044 森田 武 モリタ タケシ 埼玉県 1:50:10
一般男子D 193 1566 相島 和幸 アイジマ カズユキ 群馬県 1:50:19
ジュニア男子 11 1875 北島 凛玖 キタジマ リク 群馬県 1:50:23
一般女子D 16 1345 井上 景子 イノウエ ケイコ 群馬県 1:50:28
一般男子E 341 599 堀越 正敏 ホリコシ マサトシ 上毛レーシング 群馬県 1:50:35
一般男子B 208 771 小菅 徹 コスゲ トオル 東京都 1:50:35
一般男子E 342 1160 山浦 尚之 ヤマウラ ナオユキ くまくらフレンド 東京都 1:50:37
一般男子D 194 847 黒澤 武広 クロサワ タケヒロ サムライズ 東京都 1:50:42
一般男子E 343 983 川中子 雅夫 カワナゴ マサオ 桐生明治 群馬県 1:50:55
一般男子D 195 1921 蜂巣 博幸 ハチス ヒロユキ 群馬県 1:50:59
一般男子E 344 980 今橋 達也 イマハシ タツヤ 埼玉県 1:51:03
一般男子F 90 1330 新井 一夫 アライ カズオ 埼玉県 1:51:04
一般男子B 209 1233 松井 茂春 マツイ シゲハル 大阪府 1:51:07
一般男子D 196 1272 蟹江 範卓 カニエ ノリタカ ノバルティス 茨城県 1:51:09
一般女子B 15 1015 宮野 幸 ミヤノ ミユキ 魅惑のパンの耳 東京都 1:51:10
一般男子B 210 1501 高木 明康 タカギ アキヤス 群馬県 1:51:10
一般男子F 91 1214 田辺 佳浩 タナベ ヨシヒロ チームたなべ衛 東京都 1:51:14



一般男子E 345 1089 小代 晃久 オダイ アキヒサ 群馬県 1:51:19
一般男子F 92 1654 天ケ谷 亨 アマガヤ トオル 茨城県 1:51:19
一般男子E 347 1405 菊原 高明 キクハラ タカアキ 群馬県 1:51:23
一般男子E 346 1630 塩澤 弘至 シオザワ ヒロユキ 群馬県 1:51:23
一般男子B 211 785 由良 僚祐 ユラ リョウスケ 東京都 1:51:24
一般男子E 348 1957 平井 桂月 ヒライ ケイゲツ ＲＣころりん 東京都 1:51:24
一般男子E 349 1312 村上 修 ムラカミ オサム 問屋町 群馬県 1:51:25
一般男子C 142 1126 田島 徹也 タジマ テツヤ ミツバサイクリング部 栃木県 1:51:31
一般男子D 197 1828 中野 健一 ナカノ ケンイチ トライドバイシクル 群馬県 1:51:31
一般男子B 212 1252 下井 貴裕 シモイ タカヒロ にんじんちーん 東京都 1:51:33
一般男子D 198 1744 塚越 篤 ツカゴシ アツシ ロドスタ群馬県民会自転車部 群馬県 1:51:34
一般男子E 350 1612 枦山 一郎 ハゼヤマ イチロウ 銀輪会 東京都 1:51:38
一般男子F 93 1204 渡辺 暢和 ワタナベ ノブカズ 千葉県 1:51:40
一般男子D 199 1570 新堀 一志 ニイボリ カズシ 茨城県 1:51:42
一般男子E 351 1389 根岸 博之 ネギシ ヒロユキ 泉野建設株式会社 群馬県 1:51:43
一般男子E 352 1693 吉川 征寛 キッカワ ユキヒロ 埼玉県 1:51:45
一般男子G 16 1083 石田 重夫 イシダ シゲオ 群馬県 1:51:47
一般男子A 92 1787 松本 夢史 マツモト ユメジ 群馬県 1:51:49
一般男子B 213 797 谷口 雄太郎 タニグチ ユウタロウ 埼玉県 1:51:54
一般男子B 214 1887 新井 久山 アライ クザン 骨折レーシング 群馬県 1:51:56
一般男子D 200 1553 後藤 清 ゴトウ キヨシ トライドバイシクル 群馬県 1:51:59
一般男子D 201 1138 近藤 真 コンドウ マコト ＴＥＡＭいつのみ 群馬県 1:52:01
一般男子A 93 1972 岩田 陽樹 イワタ ハルキ 赤城レッドサンズ 群馬県 1:52:02
一般男子E 353 1185 高田 覚 タカダ サトル 群馬県 1:52:05
一般男子C 143 1530 髙橋 伸一 タカハシ シンイチ 群馬県 1:52:08
一般男子D 203 1285 杉山 吉信 スギヤマ ヨシノブ 東京都 1:52:09
一般男子D 202 1833 佐藤 剛史 サトウ タカシ 千葉県 1:52:09
一般男子F 94 733 坂本 清光 サカモト キヨミツ 栃木県 1:52:11
一般男子E 354 1585 生形 利也 ウブカタ トシヤ ウーパンズ 群馬県 1:52:12
一般男子D 204 1701 和地 義光 ワチ ヨシミツ 群馬県 1:52:13
一般男子C 144 1807 小野沢 達 オノザワ トオル 水瀬家とメジロ家の主治医 群馬県 1:52:23
一般男子G 17 1220 岡本 勉 オカモト ツトム チーム亀仙人 群馬県 1:52:24
一般男子E 355 923 大野 喜裕 オオノ ヨシヒロ ｆｌａｍｅ 茨城県 1:52:26
一般男子C 145 1527 静野 真二 シズノ シンジ 群馬県 1:52:29
一般男子C 146 1260 伊藤 禎朗 イトウ サダオ 千葉県 1:52:39
一般男子F 95 1698 並木 数実 ナミキ カズミ ＲＣ六曜館 東京都 1:52:39
一般男子D 205 846 中島 慶一 ナカジマ ケイイチ 群馬県 1:52:40
一般男子C 147 1541 渡邉 寛 ワタナベ ヒロシ 群馬県 1:52:56
一般男子G 18 1095 冨所 文夫 トドコロ フミオ 東京都 1:52:58
一般男子E 356 1413 羽鳥 善文 ハトリ ヨシフミ 群馬県 1:53:16
一般男子D 206 1742 松下 和也 マツシタ カズヤ イエローキャット 群馬県 1:53:20
一般男子E 357 1445 箱田 直紀 ハコダ ナオキ 群馬県 1:53:23
一般男子B 215 783 加藤 誠耶 カトウ セイヤ 埼玉県 1:53:23
ジュニア男子 12 1940 都丸 蘭丸 トマル ランマル 渋川北中学校 群馬県 1:53:23
一般男子F 96 1453 進藤 忠文 シンドウ タダフミ ラ•スペランザ 埼玉県 1:53:29
一般男子E 358 1409 長谷川 茂 ハセガワ シゲル 群馬県 1:53:29
一般男子E 359 1399 片貝 伸生 カタカイ ノブオ 群馬県 1:53:34
一般男子E 360 406 吉崎 晃禎 ヨシザキ アキヨシ パナマレッズ 群馬県 1:53:37
一般男子B 216 777 中山 新 ナカヤマ シン 神奈川県 1:53:40
一般男子F 97 1459 生方 博 ウブカタ ヒロシ 群馬県 1:53:43
一般男子E 361 1352 石川 彰 イシカワ アキラ 埼玉県 1:53:49
一般男子E 362 1295 佐藤 雄一 サトウ ユウイチ エムクル 群馬県 1:53:51
一般男子D 207 880 高梨 晃伸 タカナシ テルノブ 東京都 1:53:52
一般男子E 363 1840 島田 敦生 シマダ アツオ イエローキャット 群馬県 1:53:56
一般男子E 364 1600 宮本 昌典 ミヤモト マサノリ ＫＣ３ 群馬県 1:53:59
一般男子B 217 1886 高橋 洋平 タカハシ ヨウヘイ 群馬県 1:54:02
一般男子E 365 1716 橋本 利久 ハシモト トシヒサ 東京都 1:54:06
一般男子E 366 1714 関口 賢一 セキグチ ケンイチ エムクル 群馬県 1:54:08
一般男子F 98 1324 中田 陽 ナカダ アキラ 群馬県 1:54:11
一般男子C 148 1262 三上 洋範 ミカミ ヒロノリ 神奈川県 1:54:13
一般男子C 149 1374 長澤 健一 ナガサワ ケンイチ 東京都 1:54:15
一般男子E 367 1758 山本 貴士 ヤマモト タカシ ＦＳＲ 千葉県 1:54:21
一般男子E 368 1757 古木 伸常 フルキ ノブツネ 茨城県 1:54:22
一般男子C 150 842 藤井 啓貴 フジイ ヒロキ ＬＩＯＮ 神奈川県 1:54:22
一般男子E 369 1640 荒井 資久 アライ モトヒサ 秘密結社チャリンコドランカーズ 千葉県 1:54:24
一般女子D 17 1683 竹内 寛子 タケウチ ヒロコ 東京都 1:54:26
一般男子G 19 1334 大野 信敏 オオノ ノブトシ 埼玉県 1:54:26
一般男子C 151 1908 青塚 伸孝 アオツカ ノブタカ 茨城県 1:54:28
一般男子D 208 1141 余吾 茂俊 ヨゴ シゲトシ 埼玉県 1:54:29
一般男子D 209 1816 關 宏徳 セキ ヒロノリ じゃんがりあんハム筋部 埼玉県 1:54:30
一般男子D 210 1824 飯塚 隆一 イイツカ リュウイチ 茨城県 1:54:37



一般男子E 370 1398 星野 哲哉 ホシノ テツヤ 東京都 1:54:40
一般男子D 211 1563 大衛 晃 オオエ アキラ ＳＫＯＴ 群馬県 1:54:45
一般女子A 12 1673 初見 亜利沙 ハツミ アリサ 茨城県 1:54:47
一般男子C 152 1980 長塚 敬秀 ナガツカ タカヒデ キノコサイクル 茨城県 1:54:47
一般男子F 99 1423 飯塚 和之 イイヅカ カズユキ ＯＪＩＭＡ 群馬県 1:54:49
一般男子C 153 654 渡辺 寛之 ワタナベ ヒロユキ 群馬県 1:54:51
一般男子E 371 1848 赤尾 幸次郎 アカオ コウジロウ たつのこサイクリング 茨城県 1:54:56
一般男子E 372 1923 篠原 浩一 シノハラ コウイチ 茨城県 1:54:58
一般男子E 373 1613 関口 彰 セキグチ アキラ なし 東京都 1:55:02
一般男子C 154 820 小林 祐介 コバヤシ ユウスケ ＦｉｒｅＷｈｅｅｌｓ 群馬県 1:55:03
一般男子A 94 1475 加藤 晴也 カトウ セイヤ 群馬県 1:55:06
一般男子B 218 1458 菊池 隆志 キクチ タカシ Ｇ２ＲＩＤＥＲＳ 群馬県 1:55:14
一般男子E 374 1230 武井 佳之 タケイ ヨシユキ ＣＨＡＲＩＭＡＴＥ 群馬県 1:55:15
一般男子D 212 1689 山口 竜 ヤマグチ リュウ 会社員 埼玉県 1:55:22
一般男子F 100 1211 三友 則雄 ミトモ ノリオ 長野県 1:55:25
一般男子C 155 1770 亀井 洋明 カメイ ヒロアキ 自衛隊 群馬県 1:55:26
一般男子B 219 776 吉田 周平 ヨシダ シュウヘイ 東京都 1:55:29
一般男子E 375 1756 吉澤 毅 ヨシザワ タケシ 群馬県 1:55:30
一般男子D 213 1922 小田 幸雄 オダ ユキオ 東京都 1:55:31
一般男子D 214 1348 田辺 篤史 タナベ アツシ 栃木県 1:55:39
一般男子F 101 738 今井 秀和 イマイ ヒデカズ ストラップス 埼玉県 1:55:44
一般男子A 95 641 岡島 優輝 オカジマ ユウキ 群馬県 1:55:50
一般男子E 376 1637 宇賀持 正志 ウガジ マサシ 千葉県 1:55:54
一般男子A 96 1793 西澤 諭し ニシザワ サトシ 群馬県 1:55:55
一般男子F 102 1425 黒岩 晃 クロイワ アキラ 群馬県 1:55:59
一般男子F 103 1078 深町 邦男 フカマチ クニオ 群馬県 1:56:01
一般男子D 215 1271 野中 秀樹 ノナカ ヒデキ 坂バカ日誌 群馬県 1:56:02
一般男子F 104 1861 松井 勝 マツイ マサル 東京都 1:56:02
一般男子E 377 922 奥村 郁夫 オクムラ イクオ 群馬県 1:56:05
一般男子A 97 758 笹森 裕介 ササモリ ユウスケ 高崎経済大学サイクリング部 群馬県 1:56:08
一般男子D 216 1381 伊藤 充 イトウ ミツル 群馬県 1:56:13
一般男子C 156 1092 山口 正聡 ヤマグチ マサトシ 神奈川県 1:56:14
一般男子A 98 1704 坂本 啓輔 サカモト ケイスケ 群馬県 1:56:15
一般男子F 105 1198 小野 憲司 オノ ケンジ 群馬県 1:56:16
一般男子B 220 1738 河村 佳明 カワムラ ヨシアキ 東京都 1:56:25
一般男子E 378 1755 齋藤 隆英 サイトウ タカヒデ 斉高サイクルクラブ 静岡県 1:56:28
一般男子E 379 1642 落合 正芳 オチアイ マサヨシ 落合歯科クリニック 群馬県 1:56:30
一般男子E 380 1580 金谷 野人 カナヤ ノビト チームエコサイ 埼玉県 1:56:36
一般男子F 106 1867 渡辺 朗 ワタナベ アキラ 埼玉県 1:56:37
一般男子G 20 1455 深町 光男 フカマチ ミツオ 上毛レーシング 群馬県 1:56:38
一般男子E 381 1636 布施 一成 フセ カズシゲ 群馬県 1:56:38
一般男子C 157 1125 福嶋 利仁 フクシマ トシヒト ＳＥＯ８２１４ 千葉県 1:56:40
一般男子C 158 808 有岡 賢太郎 アリオカ ケンタロウ はなもげら 埼玉県 1:56:43
一般女子B 16 1679 関口 奈那 セキグチ ナナ 群馬県 1:56:43
一般女子B 17 1882 木下 あゆみ キノシタ アユミ トコサイ 埼玉県 1:56:47
一般男子D 217 1275 星野 和昭 ホシノ カズアキ 千葉県 1:56:50
一般男子F 107 1450 石坂 頼二 イシザカ ヨリジ バンバンクラブ 東京都 1:56:50
一般男子B 221 1802 島崎 卓也 シマザキ タクヤ ＴＭＳ 群馬県 1:56:54
一般男子C 159 1371 寺岡 靖浩 テラオカ ヤスヒロ ＠ＴＡＣＫ 群馬県 1:57:00
一般男子A 99 1491 瀧澤 良太 タキザワ リョウタ 前橋工業高校定時制 群馬県 1:57:02
一般男子B 222 1500 久保田 豊臣 クボタ トヨシゲ ＧＮＤＣ 群馬県 1:57:03
一般女子A 13 1339 小林 瑞穂 コバヤシ ミズホ 東京都 1:57:04
一般女子C 14 1723 青木 志穂 アオキ シホ 埼玉県 1:57:05
一般男子E 382 1603 清野 孝夫 セイノ タカオ 茨城県 1:57:23
一般男子F 108 1349 志村 文仲 シムラ フミナカ 埼玉県 1:57:28
一般男子B 223 1442 神﨑 章弘 カンザキ アキヒロ 栃木県 1:57:31
一般男子E 383 1162 住川 正俊 スミカワ マサトシ 東京都 1:57:35
一般男子B 224 1803 紋谷 祐爾 モンヤ ユウジ 常磐高校自転車部 群馬県 1:57:36
一般男子C 160 1740 大崎 剛 オオサキ タケシ 東京都 1:57:37
一般男子D 219 1386 田島 務 タジマ ツトム 埼玉県 1:57:37
一般男子D 218 1279 森戸 浩行 モリト ヒロユキ チーム天神／藤倉化成 栃木県 1:57:37
一般男子F 109 1653 川永 才人 カワナガ サイト 群馬県 1:57:39
一般男子D 220 1918 尚樹 加藤 ナオキ カトウ なし 埼玉県 1:57:48
一般男子E 384 1606 諏訪 幹大 スワ ミキヒロ 群馬県 1:57:48
一般男子E 385 1465 狛 裕樹 コマ ヒロキ 群馬県 1:57:49
一般男子C 161 1376 坂田 泰昭 サカタ ヤスアキ 群馬県 1:57:53
一般男子F 110 1203 上野 洋夫 ウエノ ナダオ 埼玉県 1:57:57
一般男子B 225 806 島田 彰一 シマダ ショウイチ 栃木県 1:58:01
一般男子F 111 1720 町田 俊明 マチダ トシアキ 群馬県 1:58:02
一般男子E 386 1183 大澤 光義 オオサワ ミツヨシ ＰＨＣ 群馬県 1:58:03
一般男子D 221 1350 武藤 正則 ムトウ マサノリ 埼玉県 1:58:03



一般男子C 162 1524 寺岡 雅基 テラオカ マサキ ＴＥＡＭ１ 群馬県 1:58:16
一般男子D 222 1058 本間 寛玄 ホンマ ヒロハル ＮＩＣＯ－ＯＺ 群馬県 1:58:30
一般男子A 100 1240 古澤 慎一 フルサワ シンイチ ＳＩＴＣＣＯＢ 埼玉県 1:58:30
一般男子A 101 1242 井上 翔太 イノウエ ショウタ ＳＩＴＣＣＯＢ 千葉県 1:58:32
一般男子B 226 1505 森 友希 モリ トモキ 群馬県 1:58:35
一般男子E 387 1643 大村 尚之 オオムラ ナオユキ エスビック 群馬県 1:58:36
一般男子C 163 1526 土屋 清 ツチヤ キヨシ ＢＳＮ 埼玉県 1:58:38
一般男子F 112 1034 田辺 貢 タナベ ミツギ 神奈川県 1:58:43
一般男子E 388 1402 松田 健一 マツダ ケンイチ 埼玉県 1:58:51
一般男子E 389 1188 松浦 弘司 マツウラ ヒロシ 群馬県 1:58:52
一般男子B 227 788 松本 拓 マツモト タク 群馬県 1:58:55
一般女子C 15 1022 小菅 由里 コスゲ ユリ 千葉県 1:59:01
一般男子A 102 1484 北澤 優真 キタザワ ユウマ 群馬県 1:59:07
一般男子C 164 1120 相澤 宏仁 アイザワ コウジ 埼玉県 1:59:11
一般男子C 165 1741 飯塚 芳隆 イイヅカ ヨシタカ 群馬県 1:59:14
一般男子E 390 1594 三浦 茂美 ミウラ シゲミ 日野自動車新田自転車部 群馬県 1:59:14
一般男子B 228 1360 今泉 卓也 イマイズミ タクヤ 高崎モータースクール 群馬県 1:59:15
一般男子B 229 1506 仲俣 達也 ナカマタ タツヤ 東京都 1:59:18
一般男子E 391 1597 柴本 和巳 シバモト カズミ 群馬県 1:59:21
一般男子F 113 1419 松本 俊司 マツモト シュンジ 清水建設ＯＢ会 群馬県 1:59:34
一般男子F 114 1322 斎藤 吉明 サイトウ ヨシアキ 千葉県 1:59:35
一般男子C 166 1370 佐藤 健 サトウ タケシ 群馬県 1:59:36
一般男子F 115 1658 鈴木 正則 スズキ マサノリ 群馬県 1:59:39
一般男子E 392 1588 小林 英司 コバヤシ エイジ 群馬県 1:59:51
一般男子D 223 865 松島 利幸 マツシマ トシユキ 松島ミート株式会社 埼玉県 1:59:52
一般男子E 393 1754 井桁 英雄 イゲタ ヒデオ 埼玉県 1:59:56
一般男子F 116 1764 岩崎 利明 イワサキ トシアキ 群馬県 1:59:57
一般男子E 394 952 砂堀 諭 スナボリ サトシ 神奈川県 2:00:11
一般男子C 167 1443 松島 聡 マツシマ サトシ 東京都 2:00:12
一般男子E 395 1304 久保田 政幸 クボタ マサユキ ＢＡＣＣＡＮＡＬＥ 群馬県 2:00:18
一般男子D 224 1133 女屋 努 オナヤ ツトム ＥＶＥＲＧＲＥＥＮ 群馬県 2:00:21
一般男子D 225 858 大橋 恭一 オオハシ キョウイチ ＲＣ　ＨＯＢＯ 栃木県 2:00:33
一般男子A 103 1791 為谷 昇吾 タメガイ ショウゴ 前橋青陵高校 群馬県 2:00:42
一般男子F 117 1645 飯塚 幸一 イイヅカ コウイチ 痛筋快足 群馬県 2:00:51
一般男子F 118 1331 荻野 敏行 オギノ トシユキ チームチャリ 埼玉県 2:01:03
一般男子B 230 495 木村 公哉 キムラ コウヤ 埼玉県 2:01:04
一般男子A 104 1788 嵯峨 一斗 サガ カズト 前橋清陵高等学校 群馬県 2:01:13
一般男子E 396 1958 前岩 浩史 マエイワ ヒロシ 千葉県 2:01:17
一般男子F 119 1864 高坂 正明 コウサカ マサアキ 群馬県 2:01:18
一般女子B 18 1676 山田 めぐみ ヤマダ メグミ 群馬県 2:01:25
一般男子D 226 1057 前原 克利 マエハラ カツトシ ＧＵＮＫＥＮ－Ｒ 群馬県 2:01:32
一般男子D 227 1239 原口 智弥 ハラグチ トモヤ 群馬県 2:01:35
一般男子E 397 1617 梅澤 正己 ウメザワ マサキ 埼玉県 2:01:36
一般男子E 398 1407 椛澤 光紀 カバサワ ミツノリ 群馬県 2:01:40
一般男子F 121 1208 新井 睦朗 アライ ムツアキ 下３長寿会 群馬県 2:01:41
一般男子F 120 1421 浅川 雅孝 アサカワ マサタカ 東京都 2:01:41
一般男子E 399 1749 関根 和男 セキネ カズオ 群馬県 2:01:50
一般男子C 168 814 茂木 利昭 モギ トシアキ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県 2:01:55
一般男子E 400 1622 井上 大 イノウエ ダイ 群馬県 2:01:59
一般男子B 231 645 寺嶋 優斗 テラジマ ユウト 群馬県 2:02:09
一般男子E 401 1601 齋藤 浩幸 サイトウ ヒロユキ 宮城県 2:02:10
エキスパート男子 50 62 猪熊 恵三 イノクマ ケイゾウ 株式会社ヨコオ 群馬県 2:02:17
一般男子E 402 1306 海老野 圭介 エビノ ケイスケ ＡＲＳ 群馬県 2:02:20
一般男子E 403 1927 桑原 英生樹 クワハラ ヒデオキ ＳＫＯＴ 群馬県 2:02:23
一般男子A 105 1243 黒岩 大雅 クロイワ タイガ 群馬大学 群馬県 2:02:25
一般男子E 404 1926 城野 文昭 ジョウノ フミアキ 群馬県 2:02:39
一般男子E 405 1850 高橋 俊行 タカハシ トシユキ 群馬県 2:02:41
一般男子E 406 1856 野中 耕一 ノナカ コウイチ 栃木県 2:02:43
一般男子G 21 1669 阿久沢 和夫 アクザワ カズオ 群馬県 2:03:06
エキスパート男子 51 52 小貫 智太郎 オヌキ トモタロウ フェアデヘルデ 群馬県 2:03:15
一般男子F 122 1959 久保 貴 クボ タカシ 群馬県 2:03:17
一般男子F 123 1073 坂本 浩之 サカモト ヒロユキ 高崎トライアスロン 群馬県 2:03:29
一般男子F 124 1456 吉田 伊知郎 ヨシダ イチロウ 群馬県 2:03:33
一般男子E 407 1713 及川 智 オイカワ トモ 東京都 2:03:37
一般男子F 125 1470 渡邊 伸太 ワタナベ シンタ 神奈川県 2:03:40
一般男子D 228 1431 伊藤 由典 イトウ ヨシノリ 群馬県 2:03:42
一般男子E 408 1449 柳沢 寿裕 ヤナギサワ トシヒロ 長野県 2:03:50
一般男子E 410 1629 永井 一成 ナガイ カズナリ 東京都 2:03:53
一般男子E 409 1591 石間 経章 イシマ ツネアキ チームエネ４ 群馬県 2:03:53
一般男子E 411 1933 黒岩 正男 クロイワ マサオ 群馬県 2:03:59
一般男子E 412 1712 鈴木 秀樹 スズキ ヒデキ 群馬県 2:04:06



一般男子D 229 1560 斉藤 昇幸 サイトウ ノブユキ 秘密結社チャリンコドランカーズ 群馬県 2:04:16
一般女子D 18 1232 川合 つかさ カワイ ツカサ ＬＣモンテラック 東京都 2:04:17
一般男子B 232 1258 加藤 秀明 カトウ ヒデアキ 群馬県 2:04:23
一般男子A 106 1480 橋本 慈明 ハシモト シゲアキ Ｂ．Ｃ．Ｃ 茨城県 2:04:26
一般男子G 22 1464 根本 健作 ネモト ケンサク OGC 東京都 2:04:30
一般男子E 414 1300 小林 秀徳 コバヤシ ヒデノリ 千葉県 2:04:34
一般男子E 413 1932 岩田 浩幸 イワタ ヒロユキ 千葉県 2:04:34
一般男子F 126 1460 坂本 正昭 サカモト マサアキ HOBO 栃木県 2:04:35
一般男子E 415 1298 殿井 秀治 トノイ ヒデハル 明治学院大学ロードレース部 埼玉県 2:04:50
一般男子B 233 1797 久百々 寿一 クモモ ヒデカズ 栃木県 2:04:50
一般男子E 416 1855 相澤 信正 アイザワ ノブマサ 埼玉県 2:04:56
一般男子C 169 818 森戸 和博 モリト カズヒロ 正田フーズ 群馬県 2:05:19
一般男子D 230 1710 阿久津 晃 アクツ アキラ ｉｋｄ 群馬県 2:05:23
一般男子E 417 1397 工藤 弘幸 クドウ ヒロユキ 東京都 2:05:23
一般男子C 170 828 酒井 俊明 サカイ トシアキ 埼玉県 2:05:38
一般男子E 418 1173 原 幸一 ハラ コウイチ ＴＣＭ 群馬県 2:05:38
一般女子A 14 1675 萩原 亜由菜 ハギワラ アユナ 前橋工業高校定時制 群馬県 2:05:49
一般男子A 107 1487 上原 拓也 ウエハラ タクヤ ＢＣＣ 埼玉県 2:05:58
一般男子A 108 1476 佐川 優康 サガワ マサヤス 埼玉県 2:06:26
一般男子F 127 1659 山丸 忠雄 ヤママル タダオ 東京都 2:06:26
一般女子B 19 1677 加賀 由果 カガ ユカ 神奈川県 2:06:35
ジュニア男子 13 1968 金井 新汰 カナイ アラタ 群馬県 2:06:36
一般男子F 128 1415 野口 射 ノグチ イトム 佐藤電設工業株式会社 東京都 2:06:36
一般女子C 16 1427 原 真紀 ハラ マキ 埼玉県 2:06:43
一般男子D 231 1743 加藤 修平 カトウ シュウヘイ 群馬県 2:06:49
一般男子E 419 1408 金井 良和 カナイ ヨシカズ 群馬県 2:06:52
一般男子E 420 975 池田 英之 イケダ ヒデユキ 東京都 2:06:56
一般男子B 234 1884 中川 雅之 ナカガワ マサユキ 三重県 2:07:01
一般男子D 232 1548 小暮 正太郎 コグレ ショウタロウ 埼玉県 2:07:08
一般男子E 421 1301 樺山 泰二 カバヤマ タイジ 愛知県 2:07:19
一般男子E 422 1699 山崎 輝明 ヤマザキ テルアキ 株式会社ニットウテクニカル 埼玉県 2:07:21
一般男子D 233 859 植木 利宏 ウエキ トシヒロ ＲＣ　ＨＯＢＯ 栃木県 2:07:38
一般男子E 423 1180 阿部 裕志 アベ ユウジ 神奈川県 2:07:43
一般男子E 424 1314 松尾 龍生 マツオ リュウセイ 埼玉県 2:07:47
一般男子E 425 1697 神久 豊 シンク ユタカ バイシクルスタジオディライト 群馬県 2:07:48
一般男子E 426 1944 高橋 大弐 タカハシ ダイスケ 埼玉県 2:07:52
一般男子F 129 1418 工藤 精高 クドウ キヨタカ 群馬県 2:07:54
一般男子D 234 1562 飯塚 敏宏 イイヅカ トシヒロ ニワトリトレック 群馬県 2:07:56
一般男子C 171 1811 町田 知彰 マチダ トモアキ ロドスタ群馬県民会自転車部 群馬県 2:07:57
一般男子B 235 1516 岩崎 周造 イワサキ シュウゾウ 東京都 2:08:01
一般男子F 130 1434 篠崎 和市 シノザキ ワイチ Ｔｋレーシング 群馬県 2:08:06
一般男子E 427 1610 岡本 勤 オカモト ツトム 辰巳会 群馬県 2:08:09
一般男子F 131 1207 柳沢 勝紀 ヤナギサワ カツノリ 群馬県 2:08:13
一般男子A 109 1483 井田 悠太 イダ ユウタ ジーシーシー　自転車部 群馬県 2:08:15
ジュニア女子 1 1941 城野 理緒 ジョウノ リオ 前橋市立第三中学校 群馬県 2:08:15
一般男子E 428 1715 後藤 徳夫 ゴトウ ノリオ 神奈川県 2:08:17
一般男子E 429 906 沼上 修二 ヌマガミ シュウジ チャリダー 埼玉県 2:08:19
一般男子C 172 1809 松田 雄一 マツダ ユウイチ 千葉県 2:08:20
一般男子E 430 1296 助友 信夫 スケトモ ノブオ チクリスタ町屋 東京都 2:08:21
一般男子E 431 1620 村上 浩臣 ムラカミ ヒロオミ 栃木県 2:08:24
一般男子B 236 486 高木 亮 タカギ リョウ 群馬県 2:08:27
一般男子D 235 1916 小森谷 岳 コモリヤ タケシ 茨城県 2:08:29
一般男子G 23 1670 田中 敏夫 タナカ トシオ 東京都 2:08:32
一般男子G 24 1009 栗原 芳国 クリハラ ヨシクニ むらさき凸坊ＲＴ 埼玉県 2:08:44
一般男子E 432 1305 金井 雅之 カナイ マサユキ ＯＴＣＣ 群馬県 2:08:56
一般男子C 173 1709 篠原 勝 シノハラ マサル 群馬県 2:09:01
一般男子B 237 1514 岩渕 裕弥 イワブチ ヒロヤ 東京都 2:09:07
一般男子G 25 1762 丸田 誠 マルタ マコト 株式会社サンワ 長野県 2:09:10
一般男子E 434 1987 武者 育生 ムシャ イクオ 群馬県 2:09:18
一般男子E 433 1852 駒田 剛司 コマダ タケシ 駒田建築設計事務所 東京都 2:09:18
一般男子F 132 1694 樺澤 聡 カバサワ サトシ 館林市 群馬県 2:09:20
一般女子D 19 1682 吉池 京子 ヨシイケ キョウコ 群馬県 2:09:22
一般男子E 435 1401 桜井 孝善 サクライ タカヨシ 新潟県 2:09:23
一般男子E 436 1582 市川 俊彦 イチカワ トシヒコ ＴＥＡＭ２５４ 埼玉県 2:09:24
一般男子C 174 1366 奥平 宏之 オクダイラ ヒロユキ 千葉県 2:09:34
一般男子B 238 1768 石倉 一直 イシクラ カズナオ 群馬県 2:09:47
一般男子D 236 126 佐々木 義和 ササキ ヨシカズ 東京都 2:09:53
一般男子E 437 1889 高木 俊之 タカギ トシユキ 群馬県 2:10:12
一般男子D 237 1132 塚越 友和 ツカゴシ トモカズ 群馬県 2:10:20
一般男子B 239 773 石井 文人 イシイ フミト 埼玉県 2:10:27
一般男子E 438 1583 石井 芳征 イシイ ヨシユキ チームななこ 神奈川県 2:10:31



一般男子E 439 1392 今関 隆 イマゼキ タカシ 千葉県 2:10:47
一般男子G 26 1332 茂木 映治 モテギ エイジ ＩＣＯＮ 群馬県 2:10:48
一般男子E 440 966 佐々木 康則 ササキ ヤスノリ 協栄産業ＲＣ 群馬県 2:10:53
一般男子C 175 1536 勅使川原 政則 テシガワラ マサノリ 群馬県 2:11:01
一般男子C 176 1977 石崎 智英 イシザキ トモヒデ 埼玉県 2:11:02
一般男子D 238 1135 粟野 哲史 アワノ サトシ ちゃり蔵 茨城県 2:11:03
一般男子A 110 1477 杉原 健太 スギハラ ケンタ スバルテクノ 群馬県 2:11:04
一般男子G 27 1336 黒澤 徹 クロサワ トオル 群馬県 2:11:08
一般男子A 111 1727 土橋 智仁 ドバシ トモヒト 群馬県 2:11:10
一般男子A 112 1241 粕谷 圭佑 カスヤ ケイスケ ＳＩＴＣＣＯＢ 栃木県 2:11:15
一般男子F 133 1212 小方 清和 オガタ キヨカズ 左岸会 東京都 2:11:15
一般男子F 134 1452 三田 博之 ミタ ヒロユキ ダイヤゴム 栃木県 2:11:17
一般男子A 113 1482 関 竜一 セキ リュウイチ エスビック株式会社 群馬県 2:11:31
一般男子E 441 1847 木村 揚 キムラ ヨウ 東京都 2:11:35
一般男子D 239 1444 廣瀬 清慈 ヒロセ キヨシゲ ぶち隊 栃木県 2:11:52
一般女子D 20 1685 滝沢 久仁子 タキザワ クニコ 群馬県 2:11:53
一般男子E 442 1598 高橋 正彦 タカハシ マサヒコ 群馬県 2:11:55
エキスパート男子 52 15 中森 晃太郎 ナカモリ コウタロウ ＭＩＶＲＯ 東京都 2:11:57
一般男子D 240 1984 藤代 涼 フジシロ リョウ 埼玉県 2:12:01
一般男子C 177 510 丸山 純平 マルヤマ ジュンペイ 神奈川県 2:12:17
一般女子D 21 1724 黒澤 成子 クロサワ シゲコ 群馬県 2:12:25
一般男子B 240 1495 谷田 憲保 タニダ ノリヤス 神奈川県 2:12:33
一般男子E 443 1592 米沢 弘幸 ヨネザワ ヒロユキ う～たんず 群馬県 2:12:54
一般男子E 444 1621 堀越 正弘 ホリコシ マサヒロ 群馬県 2:12:56
一般女子B 20 1989 高倉 佳奈子 タカクラ カナコ 埼玉県 2:13:03
一般男子C 178 1692 水上 丈広 ミズカミ タケヒロ 埼玉県 2:13:04
一般男子D 241 1912 石井 大介 イシイ ダイスケ 群馬県 2:13:06
一般男子D 242 1880 西村 英世 ニシムラ ヒデヨ 高崎健康福祉大学 埼玉県 2:13:14
一般男子E 445 1777 本村 嘉啓 モトムラ ヨシヒロ 千葉県 2:13:28
一般男子E 446 1231 若井 康弘 ワカイ ヤスヒロ ＣＨＡＲＩＭＡＴＥ 群馬県 2:13:39
一般男子D 243 400 眞塩 匡哉 マシオ マサヤ パナマレッズ 群馬県 2:13:46
一般男子F 136 337 清水 隆一 シミズ リュウイチ パナマレッズ 群馬県 2:13:54
一般男子F 135 1217 髙橋 覚 タカハシ サトル 群馬県 2:13:54
一般男子F 137 1663 平塚 文彦 ヒラツカ フミヒコ 東京都 2:13:55
一般男子B 241 1438 中島 良太 ナカジマ リョウタ 群馬県 2:13:56
一般男子E 447 1853 森廣 忠義 モリヒロ タダヨシ ロドスタ群馬県民会自転車部 群馬県 2:14:06
一般男子C 179 1810 田村 大輔 タムラ ダイスケ 群馬県 2:14:07
一般男子E 448 1604 塩野 當仁 シオノ マサヒト 埼玉県 2:14:08
一般男子F 138 1662 石川 孝 イシカワ タカシ 群馬県 2:14:29
一般男子C 180 1523 坂本 晃一 サカモト コウイチ 東京都 2:14:38
一般男子E 449 1745 岩田 修一 イワタ シュウイチ 宮城野ダラーズ 宮城県 2:14:44
一般男子B 242 1905 佐々木 祐弥 ササキ ユウヤ 株式会社ＮＳＰ群馬 群馬県 2:14:45
一般男子F 139 1652 常見 通久 ツネミ ミチヒサ 群馬県 2:14:50
一般男子D 244 879 依田 勇夫 ヨダ ユウオ ＳＰＬＡＳＨ 群馬県 2:14:56
一般男子B 243 1691 中野 久男 ナカノ ヒサオ 群馬県 2:15:02
一般男子E 450 1851 河田 朗 カワダ アキラ 群馬県 2:15:04
一般男子D 246 1575 吉田 尚史 ヨシダ ヒサシ 埼玉県 2:15:14
一般男子D 245 1579 中野 宏朗 ナカノ ヒロアキ 個人 千葉県 2:15:14
一般男子E 451 1717 久保 英信 クボ ヒデノブ 東京都 2:15:24
一般男子B 244 1899 上坂 昭博 ウエサカ アキヒロ 埼玉県 2:15:26
一般男子C 181 1534 田村 美好 タムラ ミヨシ 群馬県 2:15:28
一般女子D 22 1992 阿久津 順子 アクツ ジュンコ 豆彩 埼玉県 2:15:31
一般男子F 140 1454 斎藤 俊由紀 サイトウ トシユキ 富岡市民吹奏楽団 群馬県 2:15:34
一般男子E 452 1778 星野 保彦 ホシノ ヤスヒコ 群馬県 2:15:35
一般男子A 114 1891 尾崎 涼 オザキ リョウ 群馬県 2:15:40
一般男子E 453 1581 安藤 猛晴 アンドウ タケハル 東邦大学大橋病院自転車部 東京都 2:15:42
一般男子A 115 1729 鈴江 宏毅 スズエ コウキ 栃木県 2:15:59
一般男子B 245 1494 栗原 駿 クリハラ チハヤ 加茂会 千葉県 2:16:06
一般女子A 15 1014 清水 麻有 シミズ マユ 群馬日野自動車（株） 群馬県 2:16:11
一般男子E 454 1618 丸山 進 マルヤマ ススム ＴＲＣ前橋 群馬県 2:16:16
一般男子F 141 1202 梶原 秀雄 カジワラ ヒデオ 鉄人昭和２８号 東京都 2:16:40
一般男子D 247 1561 六本木 友和 ロッポンギ トモカズ ＴＥＡＭイツノミ 群馬県 2:16:56
一般男子E 455 1635 小山内 隆史 オサナイ タカフミ 東京都 2:17:20
一般男子C 182 1369 太田 甲吉 オオタ コウキチ 埼玉県 2:17:24
一般男子G 28 1007 佐藤 隆夫 サトウ タカオ チーム　アイ 埼玉県 2:17:25
一般男子F 142 1329 横田 隆一 ヨコタ リュウイチ WBC 群馬県 2:17:29
一般男子E 456 1624 湯本 利治 ユモト トシジ 群馬県 2:18:03
一般女子A 16 1340 酒井 凪 サカイ ナギ 神奈川県 2:18:14
一般男子F 143 1210 吉田 幸男 ヨシダ ユキオ 群馬惑惑倶楽部 群馬県 2:18:19
一般男子E 457 1784 仲尾 周 ナカオ マコト 栃木県 2:18:21
一般男子E 459 1602 田中 孝和 タナカ タカカズ 東京都 2:18:22



一般男子E 458 1354 奈良 仁 ナラ ヒトシ 群馬県 2:18:22
一般男子E 460 1586 鏡山 英男 カガミヤマ ヒデオ ぐんま地域共創パートナーズ 東京都 2:18:59
一般男子D 248 1955 川島 義弘 カワシマ ヨシヒロ ウィズハウス 群馬県 2:18:59
一般男子F 144 1721 吉田 正 ヨシダ タダシ 群馬県 2:19:03
一般男子F 145 1759 伊藤 秀俊 イトウ ヒデトシ 神奈川県 2:19:09
一般男子E 461 1303 須田 孝志 スダ タカシ ＭＣＴＣＯＢ会 群馬県 2:19:14
一般男子G 29 1335 鈴木 久美 スズキ ヒサミ 群馬県 2:19:19
一般男子B 246 1519 新川 浩司 シンカワ コウジ 東京都 2:19:20
一般男子D 249 1822 野口 博一 ノグチ ヒロカズ チーム城南 栃木県 2:19:23
一般男子C 183 1522 村田 健二 ムラタ ケンジ 群馬県 2:19:36
一般男子D 250 1956 赤石 信夫 アカイシ ノブオ 群馬県 2:19:57
一般男子F 146 1747 Eisaku Yoshida Eisaku Yoshida 千葉県 2:20:03
一般女子A 17 1672 関口 美沙子 セキグチ ミサコ 群馬県 2:20:22
一般男子F 147 1660 瀬戸口 裕茂 セトグチ ヒロシゲ 埼玉県 2:20:25
一般男子D 251 1558 川田 政 カワダ マサシ 東京都 2:20:48
一般男子D 252 1823 星野 宰賢 ホシノ カミマサ 千葉県 2:20:49
一般男子D 253 1831 伊藤 博之 イトウ ヒロユキ 彩の国ＪＥＣ松茸学園 埼玉県 2:21:00
一般男子D 254 1549 大山 学 オオヤマ マナブ ＮＴＴドコモＣＣ 埼玉県 2:21:01
一般男子A 116 1045 川中子 賢哉 カワナゴ ケンヤ 桐生明治 群馬県 2:21:03
一般男子A 117 1472 星野 裕大 ホシノ ユウダイ ＧＲＢＯ 群馬県 2:21:31
一般男子E 462 1930 岩崎 俊樹 イワサキ トシキ 埼玉県 2:21:37
一般男子E 463 1837 宮下 耕次 ミヤシタ コウジ 群馬県 2:21:40
一般男子C 184 1538 長嶋 輝明 ナガシマ テルアキ 群馬県 2:21:47
一般女子D 23 1991 泉田 美知子 イズミダ ミチコ 埼玉県 2:21:51
一般男子E 464 1846 深沢 幹典 フカザワ ミキノリ 埼玉県 2:22:18
一般男子B 247 1254 飯塚 圭祐 イイヅカ ケイスケ ち～むもかてつ 群馬県 2:22:45
一般男子F 148 1356 澤井 康 サワイ ヤスシ ＴＥＡＭ　ＳＨＩＭＺ 神奈川県 2:22:47
一般男子D 255 1281 谷 忠昌 タニ タダマサ 群馬県 2:23:13
一般男子C 185 1726 堀田 敦史 ホッタ アツシ タカナシ乳業株式会社 群馬県 2:23:15
一般男子B 248 1705 島田 剛志 シマダ ゴウシ 禁じられた機械を平気で使い隊 群馬県 2:23:35
一般男子B 249 1496 森谷 良平 モリヤ リョウヘイ 東京都 2:23:45
ジュニア男子 14 1874 木村 勇斗 キムラ ユウト 品川区立荏原第六中学校 東京都 2:24:16
一般男子E 465 1836 山本 直明 ヤマモト ナオアキ 群馬県 2:24:26
一般男子F 149 1667 永井 誠 ナガイ マコト 川原ランナーズ 群馬県 2:24:53
一般男子F 150 1936 塚越 保典 ツカゴシ ヤスノリ 群馬県 2:25:18
一般女子C 17 1872 長谷川 直子 ハセガワ ナオコ 群馬県 2:26:09
一般男子C 186 1055 瀧川 博史 タキカワ ヒロシ ＤＡＩＺＯ 埼玉県 2:26:15
一般男子C 187 1543 西畑 英幸 ニシハタ ヒデユキ 埼玉県 2:26:35
一般男子C 188 1981 小澤 徹寛 オザワ テツノリ 埼玉県 2:26:38
一般男子B 250 784 新川 洋平 シンカワ ヨウヘイ 群馬県 2:26:43
一般男子F 151 1206 櫻井 康祐 サクライ ヤスマサ ＦＢ 埼玉県 2:26:46
一般男子C 189 1943 竹長 伸隆 タケナガ ノブタカ むささび 神奈川県 2:27:28
一般男子B 251 1976 井上 裕介 イノウエ ユウスケ 東京都 2:27:37
一般男子D 256 1815 郷間 一貴 ゴウマ カズタカ 劇団員ひとり 福島県 2:27:48
一般男子E 466 1774 島田 雅人 シマダ マサト 群馬県 2:28:55
一般男子F 152 1648 若林 稔 ワカバヤシ ミノル 若林技研 群馬県 2:29:05
一般男子E 467 1163 吉澤 義明 ヨシザワ ヨシアキ 自衛隊 埼玉県 2:29:27
一般男子E 468 9031 忰田 哲也 カセダ　テツヤ ディライトバイクカンパニー 2:29:34
一般男子B 252 1804 蛭間 貴宏 ヒルマ タカヒロ 群馬県 2:29:47
一般男子E 469 1403 斉藤 佳孝 サイトウ ヨシタカ チームセトギワ 群馬県 2:30:15
一般男子B 253 1733 青木 信広 アオキ ノブヒロ 群馬県 2:30:19
一般男子A 118 1792 池田 智哉 イケダ トモヤ 群馬県立前橋清陵高等学校 群馬県 2:30:24
一般男子D 257 1920 黒田 具寛 クロダ トモヒロ ＮＡＭ 東京都 2:30:29
一般男子G 30 1333 星野 道憲 ホシノ ミチノリ 群馬県 2:30:32
一般男子E 470 1776 金田 貴 カネタ タカシ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県 2:30:33
一般男子E 471 941 森木 賢治 モリキ ケンジ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県 2:30:33
一般男子C 190 824 木下 順矢 キノシタ ジュンヤ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県 2:30:34
一般男子D 258 397 柴崎 敏也 シバサキ トシヤ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県 2:30:34
一般男子B 254 781 箕浦 智哉 ミノウラ トモヤ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県 2:30:35
一般男子C 191 834 鬼形 明浩 オニカタ アキヒロ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県 2:30:36
一般男子E 472 1931 冨田 英之 トミタ ヒデユキ ＮＡＭ 神奈川県 2:30:36
一般男子D 259 1568 渡辺 剛 ワタナベ ツヨシ 埼玉県 2:30:46
一般男子B 255 1897 ｏｈａｓｈｉ ｔｏｓｈｉｒｏ オオハシ トシロウ 冨永調査 群馬県 2:30:51
一般男子E 473 1064 小田 高広 オダ タカヒロ 群馬県 2:31:48
一般男子A 119 1492 山田 涼輝 ヤマダ リョウキ 群馬県 2:31:54
一般男子E 474 942 上村 登 カミムラ ノボル カミノデザイン 埼玉県 2:32:01
一般男子F 153 1463 村 信幸 ムラ ノブユキ 群馬県 2:32:46
一般男子E 475 898 上村 渡 カミムラ ワタル カミノデザイン 埼玉県 2:32:53
一般男子F 154 1779 土方 康郎 ヒジカタ ヤスオ 東京都 2:33:16
一般男子D 260 1557 佐藤 章靖 サトウ アキヤス 長野県 2:33:36
一般男子G 31 1702 亀山 進 カメヤマ ススム 上州バッカス 群馬県 2:33:37



一般男子D 261 1546 今田 雄一 イマダ ユウイチ 東京都 2:33:39
一般男子G 32 1695 土屋 武司 ツチヤ タケシ 埼玉県 2:33:46
一般男子B 256 805 藤巻 聡史 フジマキ サトシ 群馬県 2:34:02
ジュニア男子 15 1686 今田 康一 イマダ コウイチ 東京都 2:34:03
一般男子C 192 1542 前田 充孝 マエダ ミツタカ 埼玉県 2:34:22
一般男子B 257 1504 加賀 優樹 カガ ユウキ 神奈川県 2:34:23
一般男子B 258 1963 小俣 行輝 オマタ コウキ 群馬県 2:34:29
一般男子D 262 1294 村田 一久 ムラタ カズヒサ 東京都 2:35:02
一般男子D 263 882 是澤 朗教 コレサワ アキノリ 群馬県 2:35:48
一般男子F 155 1866 羽鳥 博樹 ハトリ ヒロキ 群馬県 2:35:54
一般男子E 476 1775 須田 聡 スダ サトル 埼玉県 2:36:11
一般男子E 477 1839 新井 洋 アライ ヒロシ 群馬県 2:36:16
一般女子D 24 1763 吉川 みどり ヨシカワ ミドリ 東京都 2:36:35
一般女子C 18 1961 よし田 れい子 ヨシダ レイコ ぶち隊 栃木県 2:36:46
一般男子E 478 1835 柳井 健 ヤナイ タケシ 株式会社　柳井 栃木県 2:37:31
一般男子F 156 1666 小暮 久 コグレ ヒサシ チームこぐれ 群馬県 2:37:43
一般女子D 25 1993 岩﨑 由美子 イワザキ ユミコ 群馬県 2:37:56
一般男子F 157 1657 福原 隆一 フクハラ リュウイチ 福原板金 群馬県 2:38:06
一般男子E 479 1625 狩野 清明 カノウ キヨアキ 群馬県 2:38:07
一般男子D 264 1878 鳥居 文吾 トリイ ブンゴ 神奈川県 2:38:10
一般男子C 193 1520 江原 巨征 エバラ ナオユキ 千葉県 2:38:15
一般男子B 259 1885 小林 弘典 コバヤシ ヒロノリ 群馬県 2:38:20
一般男子E 480 682 遠藤 綾人 エンドウ アヤト 桐生市役所自転車同好会 群馬県 2:38:41
一般男子D 265 869 秋篠 正幸 アキシノ マサユキ 群馬県 2:39:35
一般男子D 266 1818 小林 洋介 コバヤシ ヨウスケ 埼玉県 2:39:58
一般男子E 481 1752 吉田 純司 ヨシダ ジュンジ 神奈川県 2:40:03
一般男子F 158 1862 堀口 久 ホリグチ ヒサシ 国立のぞみの園 群馬県 2:40:06
一般女子D 26 1228 青山 尚美 アオヤマ ナオミ ＴｅａｍＡＯ 群馬県 2:40:17
一般男子G 33 1868 長井 誠 ナガイ マコト 群馬県 2:40:42
一般男子B 260 1731 福島 亨 フクシマ トオル 群馬県 2:40:58
一般男子E 482 978 安田 臣宏 ヤスダ ノブヒロ 群馬県 2:41:25
一般男子G 34 1761 石川 和俊 イシカワ カズトシ 渡辺建設 群馬県 2:42:45
一般男子F 159 1462 石井 主税 イシイ チカラ 埼玉県 2:42:54
一般女子B 21 1870 鶴田 理紗 ツルタ リサ Ｐｆｅｒｄｅｈｅｒｄｅ 東京都 2:44:17
一般男子B 261 1795 飯塚 哲也 イイツカ テツヤ 茨城県 2:44:20
一般男子E 483 1843 斉藤 秀樹 サイトウ ヒデキ 東京都 2:44:28
一般男子E 484 1985 松本 潤一 マツモト ジュンイチ チームセグ 群馬県 2:44:31
エキスパート男子 53 55 栗原 弘一 クリハラ コウイチ チーム小暮 群馬県 2:44:32
一般男子B 262 1732 青木 健次 アオキ ケンジ チーム大崎 群馬県 2:45:48
一般男子C 194 1978 青木 孝之 アオキ タカシ 群馬県 2:46:40
一般女子C 19 1964 飯塚 里美 イイヅカ サトミ ニワトリトレック 群馬県 2:47:38
一般男子E 485 1176 宗永 泰彦 ムネナガ ヤスヒコ ち～む　たなべ衛 東京都 2:47:38
一般女子D 27 1346 新井 文子 アライ アヤコ セントラルレーシングクラブ群馬 群馬県 2:47:39
一般男子D 267 1967 中嶋 芳樹 ナカジマ ヨシキ セツビ　よっちゃん 群馬県 2:48:10
一般男子F 160 1865 宮下 宗典 ミヤシタ ムネノリ 株式会社群馬日野自動車 群馬県 2:49:14
一般男子D 268 1571 赤塚 宏史 アカツカ コウジ 群馬県 2:49:32
一般女子D 28 1873 鈴木 喜代美 スズキ キヨミ かすかわ接骨院 群馬県 2:49:54
一般男子G 35 1767 石川 直人 イシカワ ナオヒト 群馬県 2:49:56
一般男子E 486 572 鈴木 浩 スズキ ヒロシ かすかわ接骨院 群馬県 2:49:56
一般男子D 269 1765 飯島 英明 イイジマ ヒデアキ 群馬県 2:52:08
一般男子F 161 1780 須田 孝一 スダ コウイチ チームこぐれ 群馬県 2:52:28
一般男子D 270 1284 中山 隆 ナカヤマ タカシ 群馬日野自動車（株） 群馬県 2:52:45
一般男子A 120 1794 田邉 翔太 タナベ ショウタ 栃木県 2:53:59
一般男子D 271 1277 金子 卓司 カネコ タクジ 神奈川県 2:54:34
一般男子G 36 1960 倉賀野 一康 クラガノ カズヤス 群馬県 2:55:12
一般男子E 487 1748 古溝 勝信 コミゾ カツノブ ＲＣ　ＨＯＢＯ 群馬県 2:55:37
一般男子E 488 1615 萩原 淳 ハギワラ ジュン 群馬県 2:56:32
ジュニア男子 16 1687 萩原 慈瑛 ハギワラ ジェイ 群馬県 2:56:50
一般男子D 272 1821 小坂井 利徳 コザカイ トシノリ 東京都 2:59:30
一般男子E 489 1151 近藤 精一郎 コンドウ セイイチロウ ち～む　たなべ衛 東京都 3:00:49
一般男子E 490 907 矢野 豊 ヤノ ユタカ ＺＥＲＯｔｏＴＯＰ 埼玉県 3:05:17
一般男子E 491 1925 猿谷 忠弘 サルヤ タダヒロ エムクル 群馬県 3:06:04
オープン 2 9030 松本 亘 3:11:18
オープン 3 9029 島田 一彦 3:11:19
一般男子D 273 1825 齊藤 琢磨 サイトウ タクマ チャリビーンズ 東京都 3:11:56


