
Result  一般男子E 天気:晴れ  気温:21℃  湿度:60%

選手名 Time +TOP順位 No.

第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会

ﾌﾘｶ゙ﾅ 所属 出身

2022/09/25　Start 7:05:00

0:59:22 0:001 101 久保田 新一 クボタ シンイチ 群馬県

1:02:46 3:242 180 貴家 崇 サスガ タカシ Ｔｅａｍ　ＺＷＣ 埼玉県

1:03:14 3:523 129 佐々木 稔 ササキ ミノル ＴＥＡＭ　ＶＩＡＧＧＩＯ 東京都

1:03:28 4:064 115 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

1:03:31 4:095 313 首藤 健 シュドウ タケシ 群馬県

1:03:54 4:326 141 内田 剛 ウチダ ゴウ 愛知県

1:04:02 4:407 132 渋井 友隆 シブイ ユタカ ＣＭＪ自転車通勤者 埼玉県

1:04:48 5:268 185 竹内 誠 タケウチ マコト 高齢者の会 埼玉県

1:05:06 5:449 280 井口 昌彦 イグチ マサヒコ 東京都

1:05:07 5:4510 183 吉田 拓也 ヨシダ タクヤ 千葉県

1:06:15 6:5311 130 加藤 孝一 カトウ コウイチ 高齢者の会 東京都

1:06:32 7:1012 301 藤本 英寿 フジモト ヒデトシ 東京都

1:06:33 7:1113 140 田村 知教 タムラ トモノリ 群馬県

1:07:01 7:3914 196 田村 正明 タムラ マサアキ 群馬県

1:07:05 7:4315 179 矢島 竜一 ヤジマ リュウイチ チームあみーごす 埼玉県

1:08:04 8:4216 216 田中 宏司 タナカ ヒロシ チームＲ＆Ｄ 群馬県

1:08:08 8:4617 214 菊地 憲司 キクチ ケンジ 平日温泉ライダース 東京都

1:08:14 8:5218 127 佐藤 正一 サトウ ショウイチ ビチアモーレ 埼玉県

1:08:35 9:1319 194 伊達 丈二 ダテ ジョウジ チームフィンズ 新潟県

1:08:50 9:2820 116 田原 大助 タハラ ダイスケ Ｇｒｏｖｅ宮前平 神奈川県

1:08:54 9:3221 281 斉藤 利幸 サイトウ トシユキ 茨城県

1:09:04 9:4222 184 三澤 敏之 ミサワ トシユキ ＥＭＵ／ＮＩＣＯ－ＯＺ 群馬県

1:09:20 9:5823 206 嶋方 勝 シマカタ マサル ＯＴＣＣ 群馬県

1:09:31 10:0924 285 中野 亨 ナカノ トオル 栃木県

1:10:09 10:4725 316 対馬 忠雅 ツシマ タダマサ マレリ 埼玉県

1:10:10 10:4826 205 新井 隆司 アライ タカシ 長野県

1:10:57 11:3527 193 袴田 健 ハカマダ タケシ ３ＵＰ 埼玉県

1:11:12 11:5028 327 神戸 仁 カンベ ヒトシ 栃木県

1:11:14 11:5229 145 小沼 雅志 コヌマ マサシ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県

1:12:06 12:4430 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

1:12:10 12:4831 128 横山 忠男 ヨコヤマ タダオ 群馬県

1:12:28 13:0632 288 正山 旭 ショウヤマ アキラ 酪王カフェオレ 東京都

1:12:37 13:1533 182 加藤 義明 カトウ ヨシアキ 上毛レーシング 群馬県

1:12:54 13:3234 314 工藤 竜也 クドウ タツヤ 東京都

1:13:35 14:1335 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

1:13:51 14:2936 422 永井 政行 ナガイ マサユキ 髪人 埼玉県

1:13:59 14:3737 192 砂田 哲司 スナダ テツジ 群馬県

1:13:59 14:3738 410 酒向 孝嗣 サコウ タカシ 朝走ろう団 愛知県

1:14:15 14:5339 304 福澤 俊幸 フクザワ トシユキ グラン・デパール 群馬県

1:14:19 14:5740 197 矢島 修 ヤジマ オサム キイロイトリキリュウ 群馬県

1:14:20 14:5841 684 和佐原 征一郎 ワサハラ セイイチロ 東京都

1:14:27 15:0542 286 森川 昭文 モリカワ アキフミ 髪人 群馬県

1:14:46 15:2443 423 山口 智保 ヤマグチ トモヤス くれは 群馬県
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1:14:47 15:2544 295 浅野 智和 アサノ トモカズ 東京都

1:14:49 15:2745 279 新井 道徳 アライ ミチノリ オッティモ 群馬県

1:14:52 15:3046 578 矢代 信之 ヤシロ ノブユキ 内房レーシング 千葉県

1:14:54 15:3247 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

1:15:11 15:4948 681 辰巳 大朗 タツミ ヒロアキ オッティモ 千葉県

1:15:37 16:1549 967 佐久間 光明 サクマ ミツアキ 埼玉県

1:15:49 16:2750 290 茂木 靖昭 モテキ ヤスアキ 群馬県

1:15:56 16:3451 583 白石 宣洋 シロイシ ノブヒロ 群馬県

1:16:03 16:4152 181 黒葛原 俊一 ツヅラハラ シュンイ ＡＢＳＣＣ 東京都

1:16:06 16:4453 323 森雪 拓 モリユキ タク オッティモ 千葉県

1:16:24 17:0254 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

1:16:42 17:2055 421 佐藤 信利 サトウ ノブトシ 群馬県

1:16:59 17:3756 972 高根沢 政幸 タカネザワ マサユ リベルタス 栃木県

1:17:15 17:5357 408 玉野 能弘 タマノ ヨシヒロ 東京都

1:17:37 18:1558 560 小野木 正人 オノキ マサト 大福屋 埼玉県

1:17:48 18:2659 569 後藤 進 ゴトウ ススム 風輪 埼玉県

1:17:57 18:3560 407 花田 健二 ハナダ ケンジ カゴガク 埼玉県

1:18:02 18:4061 567 渋谷 明 シブヤ アキラ ＴＲＣパナマレッズ 群馬県

1:18:17 18:5562 728 二村 孝 フタムラタカシ 0831 埼玉県

1:18:23 19:0163 414 大塚 誠一 オオツカ セイイチ 群馬県

1:18:32 19:1064 590 広瀬 一実 ヒロセ カズミ 埼玉県

1:18:56 19:3465 339 末吉 恒男 スエヨシ ツネオ 佐野市役所 栃木県

1:18:58 19:3666 589 大出 誠 オオイデ マコト リベルタスクラブ 栃木県

1:19:01 19:3967 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

1:19:16 19:5468 593 辻 一孝 ツジ カズタカ 東京都

1:19:18 19:5669 283 山本 浄 ヤマモト キヨシ 内房レーシング 千葉県

1:19:37 20:1570 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

1:19:40 20:1871 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

1:19:45 20:2372 412 宮嶋 健一 ミヤジマ ケンイチ チームコスモス 埼玉県

1:19:57 20:3573 962 阿部 文彦 アベ フミヒコ 東京都

1:20:04 20:4274 925 小堺 猛弘 コサカイ タケヒロ 茨城県

1:20:05 20:4375 985 根岸 均 ネギシ ヒトシ 神奈川県

1:20:11 20:4976 914 市川 雄一 イチカワ ユウイチ シクロクラブ 埼玉県

1:20:12 20:5077 416 廻谷 浩久 メグリヤ ヒロヒサ 御幸ヶ原ＳＳ 栃木県

1:20:15 20:5378 976 藤浦 幸二 フジウラ コウジ 宮本金属株式会社 東京都

1:20:17 20:5579 1315 有阪 修二 アリサカ シュウジ 群馬県

1:20:23 21:0180 444 小林 康由 コバヤシ ヤスヨシ えいちゃんち 埼玉県

1:20:25 21:0381 585 寺島 淳一 テラジマ ジュンイ 群馬県

1:20:33 21:1182 954 山口 浩和 ヤマグチ ヒロカズ 茨城県

1:20:43 21:2183 445 石岡 昇 イシオカ ノボル 東京都

1:20:51 21:2984 642 鈴木 太一 スズキ ダイチ 埼玉県

1:21:01 21:3985 592 須田 克身 スダ カツミ 髪人 群馬県

1:21:02 21:4086 948 青木 康 アオキ コウ 平日温泉ライダース 東京都
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1:21:13 21:5187 988 高山 善人 タカヤマ ヨシト つくばペッツ 群馬県

1:21:19 21:5788 562 田添 芳則 タゾエ ヨシノリ でんきち 埼玉県

1:21:23 22:0189 303 諏訪 正行 スワ マサユキ ＴＥＡＭ　ＣＯＳＭＯＳ 埼玉県

1:21:44 22:2290 297 塚本 淳 ツカモト アツシ 長野県

1:21:54 22:3291 574 田中 潤 タナカ ジュン 東京都

1:21:57 22:3592 571 小暮 賢治 コグレ ケンジ 埼玉県

1:22:00 22:3893 418 山口 徹也 ヤマグチ テツヤ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県

1:22:01 22:3994 945 荒井 健介 アライ ケンスケ ５５５サークル 埼玉県

1:22:07 22:4595 577 椛澤 剛史 カバサワ ツヨシ 群馬県

1:22:24 23:0296 943 吉越 鉄太郎 ヨシコシ テツタロ アルパイン 福島県

1:22:28 23:0697 905 金久保 雄樹 カナクボ ユウジ ＳＴＲＩＤＥＳ 茨城県

1:22:29 23:0798 666 高瀬 秀之 タカセ ヒデユキ 群馬県

1:22:50 23:2899 586 矢野 崇 ヤノ タカシ 千葉県

1:23:03 23:41100 420 柏岡 潤二 カシオカ ジュンジ 神奈川県

1:23:04 23:42101 1432 横田 正美 ヨコタ マサミ ｋａｎｅｋｏ　ｃｌｕｂ　１５８ 栃木県

1:23:08 23:46102 440 酒井 宏幸 サカイ ヒロユキ ＨＡＲＰ．ＲＣ 群馬県

1:23:21 23:59103 427 柳澤 一洋 ヤナギサワ カズヒ 長野県

1:23:31 24:09104 929 加藤 幸彦 カトウ ユキヒコ 埼玉県

1:23:51 24:29105 932 黛 敏治 マユズミ トシハル 群馬県

1:23:56 24:34106 638 山田 一弘 ヤマダ カズヒロ 辰巳会 群馬県

1:23:58 24:36107 409 佐藤 昭男 サトウ アキオ 新橋０８４ 埼玉県

1:24:10 24:48108 563 山岸 隆行 ヤマギシ タカユキ チームてっぺん 埼玉県

1:24:35 25:13109 977 木村 浩二 キムラ コウジ ねば塾 長野県

1:24:50 25:28110 289 小島 茂芳 コジマ シゲヨシ β－エンドルフィン 群馬県

1:24:53 25:31111 716 阿久津 宜克 アクツ ヨシカツ 東京都

1:24:54 25:32112 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

1:24:59 25:37113 1311 川勝 誠 カワカツ マコト 大阪府

1:25:10 25:48114 1161 坂本 隆 サカモト タカシ 埼玉県

1:25:11 25:49115 1042 髙橋 賢 タカハシ ケン 東京都

1:25:16 25:54116 575 神村 則孝 カミムラ ノリタカ ｃｏ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県

1:25:28 26:06117 708 塩田 岳彦 シオダ タケヒコ 埼玉県

1:25:29 26:07118 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

1:25:36 26:14119 570 竹内 和彦 タケウチ カズヒコ 東京都

1:25:51 26:29120 940 柴 信夫 シバ ノブオ 東京都

1:26:09 26:47121 296 藤田 潤一 フジタ ジュンイチ 群馬県

1:26:12 26:50122 564 西形 広之 ニシカタ ヒロユキ パナマレッズ 群馬県

1:26:13 26:51123 665 村上 利幸 ムラカミ トシユキ 東京都

1:26:28 27:06124 568 渡辺 修一 ワタナベ シュウイ ３Ｋ 群馬県

1:26:43 27:21125 624 難波 聡 ナンバ アキラ Ｍ＇ｓＫｒｅｗ 埼玉県

1:26:48 27:26126 727 黒岩 透 クロイワ トオル ＫＣ３ 群馬県

1:26:52 27:30127 677 小林 利行 コバヤシ トシユキ ＦＩＲＥＷＨＥＥＬ 群馬県

1:26:55 27:33128 591 福井 一夫 フクイ カズオ チームキイロイトリ 群馬県

1:26:58 27:36129 663 佐藤 幸治 サトウ コウジ 千葉県
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1:27:08 27:46130 595 佐藤 治彦 サトウ ハルヒコ 千葉県

1:27:09 27:47131 924 廣野 正也 ヒロノ マサヤ カネコイングス 東京都

1:27:13 27:51132 685 大島 光輝 オオシマ ミツテル BGO by ASF 長野県

1:27:20 27:58133 453 野村 英孝 ノムラ ヒデタカ ペペローニシンセキ 群馬県

1:27:23 28:01134 973 池田 佳司 イケダ ケイジ コバトン倶楽部 群馬県

1:27:31 28:09135 683 柳沢 昌宏 ヤナギサワ マサヒ 東京都

1:27:33 28:11136 587 洞澤 昇 ホラサワ ノボル テニスパーク湘南 神奈川県

1:27:35 28:13137 971 鈴木 智行 スズキ トモユキ かねこれーしんぐ 埼玉県

1:27:42 28:20138 450 綿貫 聡志 ワタヌキ サトシ 群馬県

1:28:02 28:40139 909 柏谷 拓伸 カシタニ ヒロノブ ＦＣＣ 東京都

1:28:10 28:48140 454 中島 透 ナカジマ トオル アルホーク 埼玉県

1:28:11 28:49141 680 中川 隆 ナカガワ タカシ ＡＣＲ－ＦＯＲＴＵＮＡ 埼玉県

1:28:13 28:51142 1175 冨田 克樹 トミタ カツキ Ｇｉｎｒｉｎ．ＦＳ 群馬県

1:28:21 28:59143 1154 品田 浩之 シナダ ヒロユキ ち～むたなべ衛 埼玉県

1:28:23 29:01144 982 黒岩 恒彦 クロイワ ツネヒコ 髪人 群馬県

1:28:28 29:06145 938 飯塚 真也 イイヅカ シンヤ 中内自転車部 群馬県

1:28:30 29:08146 419 森本 修 モリモト オサム リベルタス 栃木県

1:28:31 29:09147 672 内田 信昭 ウチダ ノブアキ 群馬県

1:28:47 29:25148 926 田辺 隆 タナベ タカシ ＨＳＨＫ 千葉県

1:28:49 29:27149 936 笠野 浩志 カサノ ヒロシ ストームライダーズ 神奈川県

1:28:50 29:28150 580 高柳 浩二 タカヤナギ コウジ グラン・デパール 群馬県

1:28:52 29:30151 899 設永 昌広 ノブナガ マサヒロ 東京都

1:28:58 29:36152 631 中沢 昭 ナカザワ アキラ 群馬県

1:29:04 29:42153 576 村田 通吉 ムラタ ツヨシ 群馬県

1:29:16 29:54154 1039 大河原 丞 オオカワラ ススム 神奈川県

1:29:25 30:03155 986 正木 博 マサキ ヒロシ 埼玉県

1:29:27 30:05156 1316 吉野 宗徳 ヨシノ ムネノリ 黒森 埼玉県

1:29:35 30:13157 958 中山 浩次 ナカヤマ コウジ （株）中山総合建設 群馬県

1:29:38 30:16158 581 佐藤 良幸 サトウ ヨシユキ 神奈川県

1:29:40 30:18159 979 中尾 健 ナカオ ケン ＲＣ　ＨＯＢＯ 群馬県

1:29:49 30:27160 987 横田 泰人 ヨコタ ヤスヒト かねこれーしんぐ 埼玉県

1:29:50 30:28161 1317 毛見 岳夫 ケミ タケオ 群馬県

1:29:56 30:34162 1849 齋藤 栄 サイトウ サカエ 彩の国ＪＥＣ　松茸学園 埼玉県

1:30:01 30:39163 939 八幡 浩司 ヤワタ コウジ 群馬県

1:30:02 30:40164 902 波部 剛 ハベ ツヨシ 千葉県

1:30:09 30:47165 1587 杉山 哲 スギヤマ テツ 栃木県

1:30:12 30:50166 720 松縄 要 マツナワ カナメ みんくる深川 千葉県

1:30:13 30:51167 916 田嶋 良宏 タジマ ヨシヒロ 長野県

1:30:15 30:53168 896 城詰 美智晴 シロヅメ ミチハル ＨＡＲＰ．ＲＣ 群馬県

1:30:19 30:57169 928 藤本 康生 フジモト ヤスオ ＴＥＡＭ　ＴＡＣＫＳ 埼玉県

1:30:24 31:02170 960 堤 幹夫 ツツミ ミキオ ＲＳＣＣ 神奈川県

1:30:30 31:08171 984 駒崎 透 コマサキ トオル 千葉県

1:30:41 31:19172 910 板倉 真 イタクラ マコト ＴＲＣパナマレッズ 群馬県
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Result  一般男子E 天気:晴れ  気温:21℃  湿度:60%

選手名 Time +TOP順位 No.

第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会

ﾌﾘｶ゙ﾅ 所属 出身

2022/09/25　Start 7:05:00

1:30:42 31:20173 981 結城 貴之 ユウキ タカユキ 埼玉県

1:30:50 31:28174 919 倉元 賢二 クラモト ケンジ Ａ＆ＤＣＣ 埼玉県

1:30:52 31:30175 908 桑原 隆浩 クワバラ タカヒロ チームＦ 東京都

1:30:55 31:33176 725 鈴木 與志晴 スズキ ヨシハル 神奈川県

1:31:01 31:39177 687 宇山 博行 ウヤマ ヒロユキ KLTロードバイク 埼玉県

1:31:08 31:46178 579 松田 浩 マツダ ヒロシ 東京都

1:31:08 31:46179 561 石塚 健一 イシツカ ケンイチ ＳＭＣ（株） 茨城県

1:31:21 31:59180 726 小出 隆 コイデ タカシ 栃木県

1:31:21 31:59181 566 菅沼 弘孝 スガヌマ ヒロユキ ポレポレ 群馬県

1:31:25 32:03182 1626 河野 雄揮 コウノ ユウキ 埼玉県

1:31:53 32:31183 935 田村 悟 タムラ サトル 栃木県

1:31:53 32:31184 949 阿部 宏和 アベ ヒロカズ 群馬県

1:32:03 32:41185 671 唐澤 智 カラサワ アキラ アリゾナ会 群馬県

1:32:15 32:53186 1061 山内 健一 ヤマウチ ケンイチ もっこす 東京都

1:32:18 32:56187 1178 重成 有 シゲナリ ユウ 群馬県

1:32:42 33:20188 1071 小林 茂 コバヤシ シゲル 埼玉県

1:32:50 33:28189 1633 保科 光宏 ホシナ ミツヒロ 神奈川県

1:32:51 33:29190 415 高橋 幸一 タカハシ コウイチ 千葉県

1:32:51 33:29191 293 新井 仁 アライ ヒトシ ペペローニ 群馬県

1:32:55 33:33192 667 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ ＯＮＥ　ＴＯＫＹＯ　ＲＣ 神奈川県

1:32:56 33:34193 927 瀬田 享博 セタ ユキヒロ アタック 群馬県

1:33:00 33:38194 1411 山崎 賢治 ヤマザキ ケンジ 群馬県

1:33:02 33:40195 947 中嶋 幸治 ナカジマ コウジ ペペローニしんせき 群馬県

1:33:08 33:46196 1101 本間 礼 ホンマ マサシ ＡＣＲ 埼玉県

1:33:09 33:47197 1639 草野 英俊 クサノ ヒデトシ 埼玉県

1:33:16 33:54198 455 三田 尚輝 ミタ ナオキ 群馬県

1:33:24 34:02199 968 多賀谷 雄太 タガヤ ユウタ 埼玉県

1:33:48 34:26200 913 黒岩 誠 クロイワ マコト 嬬恋晴レルヤ２０２０ 群馬県

1:33:52 34:30201 729 鈴木 昭弘 スズキアキヒロ 埼玉県

1:33:54 34:32202 1152 田所 洋貴 タドコロ ヒロキ Ｏ２ＴＲＣ 茨城県

1:33:55 34:33203 736 二渡 基成 フタワタリ モトナ 矢板アローズＣｙｃｌｉｎｇＴｍ 東京都

1:34:11 34:49204 990 大畠 昭彦 オオハタ アキヒコ 静岡県

1:34:13 34:51205 735 川崎 義治 カワサキ ヨシハル チリペッパーズ 埼玉県

1:34:16 34:54206 1308 猪狩 孝 イガリ タカシ 東京都

1:34:26 35:04207 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 35:04208 1167 松本 貴行 マツモト タカユキ 栃木県

1:34:46 35:24209 598 川上 哲哉 カワカミ テツヤ オンザロード 茨城県

1:34:46 35:24210 912 西村 克彦 ニシムラ カツヒコ ＹＯＵＣＡＮ 東京都

1:34:48 35:26211 1297 植木 和浩 ウエキ カズヒロ 千葉県

1:34:54 35:32212 705 小林 弘明 コバヤシ ヒロアキ 小林自転車店 群馬県

1:35:06 35:44213 1040 桑原 弘之 クワバラ ヒロユキ 群馬県

1:35:07 35:45214 284 久住 実 クスミ ミノル 埼玉県

1:35:08 35:46215 1060 佐藤 道 サトウ オサム 佐藤家 埼玉県
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Result  一般男子E 天気:晴れ  気温:21℃  湿度:60%
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ﾌﾘｶ゙ﾅ 所属 出身

2022/09/25　Start 7:05:00

1:35:33 36:11216 895 井上 大介 イノウエ ダイスケ マグー 群馬県

1:35:41 36:19217 707 御園 雅之 ミソノ マサユキ 群馬県

1:35:49 36:27218 963 飯塚 誠 イイヅカ マコト ＦＣアルコリコ 群馬県

1:35:51 36:29219 1607 鈴木 和幸 スズキ カズユキ 茨城県

1:36:04 36:42220 1153 酒井 紀人 サカイ ノリヒト 神奈川県

1:36:15 36:53221 669 木部 貞利 キベ サダトシ Ｋ―ｉｎｇ　ＵＲＴ 埼玉県

1:36:22 37:00222 596 酒井 暁彦 サカイ トキヒコ チーム青木 群馬県

1:36:31 37:09223 970 田中 郁夫 タナカ イクオ 髪人 群馬県

1:36:34 37:12224 1069 細川 和則 ホソカワ カズノリ 群馬県

1:36:38 37:16225 1605 丸山 健一 マルヤマ ケンイチ 埼玉県

1:36:39 37:17226 1611 木村 利武 キムラ トシタケ 木村内装 東京都

1:36:39 37:17227 1299 伊藤 孝志 イトウ タカシ ネギ 群馬県

1:36:46 37:24228 1165 峰田 孝志 ミネタ タカシ 東京都

1:36:58 37:36229 294 木村 竜一 キムラ リュウイチ 群馬県

1:36:59 37:37230 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

1:37:08 37:46231 597 町田 純一 マチダ ジュンイチ キヤノン電子 埼玉県

1:37:11 37:49232 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

1:37:16 37:54233 673 佐川 和己 サガワ カズミ 埼玉県

1:37:20 37:58234 901 青木 勉 アオキ ツトム 埼玉県

1:37:27 38:05235 1457 高橋 修 タカハシ オサム ペペローニしんせき 群馬県

1:37:31 38:09236 1461 岡 稔 オカ ミノル 神奈川県

1:37:38 38:16237 1318 池谷 研一 イケタニ ケンイチ 東京都

1:37:42 38:20238 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

1:37:54 38:32239 1066 福島 統 フクシマ マサル 埼玉県

1:37:56 38:34240 600 笹本 英明 ササモト ヒデアキ 東京都

1:38:01 38:39241 1193 葉山 恵三 ハヤマ ケイゾウ 株式会社ミツバ 栃木県

1:38:03 38:41242 717 羽鳥 節男 ハトリ セツオ さやりーず 埼玉県

1:38:07 38:45243 1619 関口 誠 セキグチ マコト 僕らは駆け抜ける 群馬県

1:38:09 38:47244 1236 白井 宏樹 シライ ヒロキ 群馬県

1:38:09 38:47245 1168 鈴木 信行 スズキ ノブユキ 神奈川県

1:38:12 38:50246 1858 斉藤 信長 サイトウ ノブヒコ 足利銀行 栃木県

1:38:13 38:51247 714 山田 光之 ヤマダ ミツユキ 上毛レーシング 群馬県

1:38:17 38:55248 918 安藤 純 アンドウ ジュン 群馬県

1:38:20 38:58249 674 佐藤 賢裕 サトウ タカヒロ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県

1:38:26 39:04250 678 伊藤 嘉和 イトウ ヨシカズ 群馬県

1:38:37 39:15251 1638 海野 智広 ウミノ トモヒロ 茨城県

1:38:52 39:30252 1406 平川 剛宏 ヒラカワ タカヒロ 東京都

1:38:54 39:32253 1192 山口 茂 ヤマグチ シゲル カローラ群馬 群馬県

1:38:56 39:34254 1466 西尾 敏郎 ニシオ トシロウ 神奈川県

1:38:59 39:37255 1393 粂川 義樹 クメカワ ヨシキ チームあやいく 栃木県

1:39:07 39:45256 664 齋藤 幸雄 サイトウ ユキオ ＴＥＡＭ・Ｋ 群馬県

1:39:11 39:49257 1072 山田 英之 ヤマダ ヒデユキ ペペローニ・シンセキ 群馬県

1:39:12 39:50258 706 鈴木 雅博 スズキ マサヒロ 緑高陸上部ＯＢ 静岡県
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Result  一般男子E 天気:晴れ  気温:21℃  湿度:60%
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ﾌﾘｶ゙ﾅ 所属 出身

2022/09/25　Start 7:05:00

1:39:12 39:50259 1448 中村 竜雄 ナカムラ タツオ 茨城県

1:39:26 40:04260 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

1:39:32 40:10261 730 蓮見 勉 ハスミ ツトム 埼玉県

1:39:55 40:33262 584 西田 裕紀 ニシダ ヤスノリ オンザロード 茨城県

1:39:56 40:34263 1181 小金澤 嘉 コガネザワ ヨシミ 群馬県

1:39:58 40:36264 668 圷 正志 アクツ マサシ 茨城県

1:40:06 40:44265 1186 川口 誠 カワグチ マコト 群馬県

1:40:09 40:47266 1391 林 卓巳 ハヤシ タクミ 群馬県

1:40:11 40:49267 1098 棚田 登 タナダ ノボル 東京都

1:40:18 40:56268 1159 萩原 努 ハギハラ ツトム 東京都

1:40:25 41:03269 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

1:40:40 41:18270 969 渡邉 一海 ワタナベ カズミ 神奈川県

1:40:41 41:19271 956 須田 英二 スダ エイジ 大黒 神奈川県

1:40:42 41:20272 1187 中島 正実 ナカジマ マサミ 埼玉県

1:41:10 41:48273 946 中島 茂 ナカジマ シゲル かねこれーしんぐ 埼玉県

1:41:11 41:49274 1093 常木 孝彦 ツネキ タカヒコ 埼玉県

1:41:17 41:55275 411 川野 朋秀 カワノ トモヒデ シモーネ 東京都

1:41:28 42:06276 1169 大澤 陽一郎 オオサワ ヨウイチロ 埼玉県

1:41:30 42:08277 1164 竹内 浩則 タケウチ ヒロノリ 群馬県

1:41:34 42:12278 721 青木 勝巳 アオキ カツミ サイクルヨシダＣＣ 群馬県

1:41:49 42:27279 1988 泉田 太郎 イズミダ タロウ 埼玉県

1:41:52 42:30280 955 中山 晋 ナカヤマ シン トライドバイシクルズ 群馬県

1:42:02 42:40281 426 宮内 和夫 ミヤウチ カズオ チーム天神 群馬県

1:42:07 42:45282 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

1:42:16 42:54283 1634 新井 義徳 アライ ヨシノリ 海山レーシング 埼玉県

1:42:18 42:56284 951 佐藤 大輔 サトウ ダイスケ 東京都

1:42:21 42:59285 1068 細堀 治宏 ホソボリ ハルヒロ 東京都

1:42:48 43:26286 961 広瀬 公則 ヒロセ キミノリ ＪＥＴＴ 愛知県

1:42:49 43:27287 944 川又 永治 カワマタ エイジ 栃木県

1:42:57 43:35288 1628 糸井 康博 イトイ ヤスヒロ 神奈川県

1:43:29 44:07289 1313 野村 孝史 ノムラ タカシ 群馬県

1:43:40 44:18290 1641 中島 康彦 ナカジマ ヤスヒコ 群馬県

1:43:43 44:21291 1157 橋本 誠司 ハシモト セイジ 群馬県

1:44:03 44:41292 931 下山 正 シモヤマ タダシ 群馬県

1:44:08 44:46293 1688 梁瀬 清 ヤナセ キヨシ 山形県

1:44:10 44:48294 1632 三平 将彦 ミヒラ マサヒコ クリニックみひら 神奈川県

1:44:36 45:14295 1719 宮本 靖 ミヤモト ヤスシ 千葉県

1:44:53 45:31296 1238 栗田 義明 クリタ ヨシアキ チームダイレイ 東京都

1:44:55 45:33297 1319 深澤 寧 フカサワ ヤスシ 610 東京都

1:45:07 45:45298 1307 瀬戸 和弘 セト カズヒロ 埼玉県

1:45:14 45:52299 1446 斉藤 慎一 サイトウ シンイチ 群馬県

1:45:17 45:55300 413 佐藤 秀明 サトウ ヒデアキ ＮＩＣＯ－ＯＺ 神奈川県

1:45:27 46:05301 1859 栗原 芳克 クリハラ ヨシカツ ＳＥＯ８２１４ 千葉県
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1:45:28 46:06302 1067 久保田 裕 クボタ ユタカ 群馬県

1:45:33 46:11303 1447 川崎 宏 カワサキ ヒロシ 群馬県

1:45:42 46:20304 1171 木村 努 キムラ ツトム 神奈川県

1:45:44 46:22305 1177 久保田 康雄 クボタ ヤスオ ＭＳＳレーシング 茨城県

1:45:56 46:34306 1156 田島 雄介 タジマ ユウスケ 松山油脂株式会社 東京都

1:46:01 46:39307 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

1:46:11 46:49308 1310 熊谷 潤 クマガイ ジュン 東京都

1:46:25 47:03309 723 伊熊 秀哲 イクマ ヒデノリ タマレンジャー 埼玉県

1:46:30 47:08310 701 小菅 智志 コスゲ サトシ 群馬県

1:46:37 47:15311 915 中 勝 ナカ マサル 埼玉県

1:46:44 47:22312 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 47:22313 1631 坂巻 泰弘 サカマキ ヤスヒロ 埼玉県

1:46:55 47:33314 1584 深沢 英喜 フカサワ ヒデキ ヨシモトポール 群馬県

1:47:05 47:43315 920 武田 守令 タケダ モリヨシ パナマレッズ 群馬県

1:47:16 47:54316 1935 塩野 雄一 シオノ ユウイチ 埼玉県

1:47:19 47:57317 1189 石上 秀一 イシガミ ヒデカズ 埼玉県

1:47:21 47:59318 1396 伊藤 文久 イトウ フミヒサ 群馬県

1:47:28 48:06319 1309 田辺 裕義 タナベ ヒロヨシ ユニテックＲＣ 長野県

1:47:30 48:08320 930 跡部 賢一 アトベ ケンイチ 東京都

1:47:36 48:14321 1750 加藤 芳男 カトウ ヨシオ 神奈川県

1:47:42 48:20322 959 吉口 秀和 ヨシグチ ヒデカズ 埼玉県

1:47:49 48:27323 993 須賀 裕之 スガ ヒロユキ ナミエ 群馬県

1:48:15 48:53324 1590 佐々木 真一 ササキ シンイチ ＰＯＬＥＰＯＬＥ 群馬県

1:48:26 49:04325 1627 手塚 孝幸 テツカ タカユキ うどん仲生自転車部 栃木県

1:48:32 49:10326 934 五十嵐 克英 イガラシ カツヒデ チームＦ 埼玉県

1:48:36 49:14327 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

1:48:42 49:20328 1718 小澤 泰之 オザワ ヤスユキ 前橋工業高校 群馬県

1:48:49 49:27329 625 今泉 一也 イマイズミ カズヤ わたらせ森林組合 群馬県

1:48:50 49:28330 215 関口 秀樹 セキグチ ヒデキ 髪人 群馬県

1:48:52 49:30331 1390 鈴木 一則 スズキ カズノリ サンキン株式会社 群馬県

1:48:56 49:34332 1857 松原 努 マツバラ ツトム 東京都

1:49:07 49:45333 1065 沢村 幸一 サワムラ コウイチ 埼玉県

1:49:20 49:58334 1609 今井 正 イマイ マサシ 群馬県

1:49:25 50:03335 719 山岸 裕司 ヤマギシ ユウジ みんくる深川 千葉県

1:49:38 50:16336 904 佐藤 政浩 サトウ マサヒロ 茨城県

1:49:47 50:25337 1166 井上 清志 イノウエ キヨシ 隼 群馬県

1:49:50 50:28338 292 町田 洋 マチダ ヒロシ マチダレーシング 群馬県

1:49:50 50:28339 1158 鈴木 英明 スズキ ヒデアキ 群馬県

1:49:59 50:37340 1091 坂本 喜紀 サカモト ヨシノリ 群馬県

1:50:35 51:13341 599 堀越 正敏 ホリコシ マサトシ 上毛レーシング 群馬県

1:50:37 51:15342 1160 山浦 尚之 ヤマウラ ナオユキ くまくらフレンド 東京都

1:50:55 51:33343 983 川中子 雅夫 カワナゴ マサオ 桐生明治 群馬県

1:51:03 51:41344 980 今橋 達也 イマハシ タツヤ 埼玉県
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2022/09/25　Start 7:05:00

1:51:19 51:57345 1089 小代 晃久 オダイ アキヒサ 群馬県

1:51:23 52:01346 1630 塩澤 弘至 シオザワ ヒロユキ 群馬県

1:51:23 52:01347 1405 菊原 高明 キクハラ タカアキ 群馬県

1:51:24 52:02348 1957 平井 桂月 ヒライ ケイゲツ ＲＣころりん 東京都

1:51:25 52:03349 1312 村上 修 ムラカミ オサム 問屋町 群馬県

1:51:38 52:16350 1612 枦山 一郎 ハゼヤマ イチロウ 銀輪会 東京都

1:51:43 52:21351 1389 根岸 博之 ネギシ ヒロユキ 泉野建設株式会社 群馬県

1:51:45 52:23352 1693 吉川 征寛 キッカワ ユキヒロ 埼玉県

1:52:05 52:43353 1185 高田 覚 タカダ サトル 群馬県

1:52:12 52:50354 1585 生形 利也 ウブカタ トシヤ ウーパンズ 群馬県

1:52:26 53:04355 923 大野 喜裕 オオノ ヨシヒロ ｆｌａｍｅ 茨城県

1:53:16 53:54356 1413 羽鳥 善文 ハトリ ヨシフミ 群馬県

1:53:23 54:01357 1445 箱田 直紀 ハコダ ナオキ 群馬県

1:53:29 54:07358 1409 長谷川 茂 ハセガワ シゲル 群馬県

1:53:34 54:12359 1399 片貝 伸生 カタカイ ノブオ 群馬県

1:53:37 54:15360 406 吉崎 晃禎 ヨシザキ アキヨシ パナマレッズ 群馬県

1:53:49 54:27361 1352 石川 彰 イシカワ アキラ 埼玉県

1:53:51 54:29362 1295 佐藤 雄一 サトウ ユウイチ エムクル 群馬県

1:53:56 54:34363 1840 島田 敦生 シマダ アツオ イエローキャット 群馬県

1:53:59 54:37364 1600 宮本 昌典 ミヤモト マサノリ ＫＣ３ 群馬県

1:54:06 54:44365 1716 橋本 利久 ハシモト トシヒサ 東京都

1:54:08 54:46366 1714 関口 賢一 セキグチ ケンイチ エムクル 群馬県

1:54:21 54:59367 1758 山本 貴士 ヤマモト タカシ ＦＳＲ 千葉県

1:54:22 55:00368 1757 古木 伸常 フルキ ノブツネ 茨城県

1:54:24 55:02369 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

1:54:40 55:18370 1398 星野 哲哉 ホシノ テツヤ 東京都

1:54:56 55:34371 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

1:54:58 55:36372 1923 篠原 浩一 シノハラ コウイチ 茨城県

1:55:02 55:40373 1613 関口 彰 セキグチ アキラ なし 東京都

1:55:15 55:53374 1230 武井 佳之 タケイ ヨシユキ ＣＨＡＲＩＭＡＴＥ 群馬県

1:55:30 56:08375 1756 吉澤 毅 ヨシザワ タケシ 群馬県

1:55:54 56:32376 1637 宇賀持 正志 ウガジ マサシ 千葉県

1:56:05 56:43377 922 奥村 郁夫 オクムラ イクオ 群馬県

1:56:28 57:06378 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

1:56:30 57:08379 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

1:56:36 57:14380 1580 金谷 野人 カナヤ ノビト チームエコサイ 埼玉県

1:56:38 57:16381 1636 布施 一成 フセ カズシゲ 群馬県

1:57:23 58:01382 1603 清野 孝夫 セイノ タカオ 茨城県

1:57:35 58:13383 1162 住川 正俊 スミカワ マサトシ 東京都

1:57:48 58:26384 1606 諏訪 幹大 スワ ミキヒロ 群馬県

1:57:49 58:27385 1465 狛 裕樹 コマ ヒロキ 群馬県

1:58:03 58:41386 1183 大澤 光義 オオサワ ミツヨシ ＰＨＣ 群馬県

1:58:36 59:14387 1643 大村 尚之 オオムラ ナオユキ エスビック 群馬県
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Result  一般男子E 天気:晴れ  気温:21℃  湿度:60%

選手名 Time +TOP順位 No.
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ﾌﾘｶ゙ﾅ 所属 出身

2022/09/25　Start 7:05:00

1:58:51 59:29388 1402 松田 健一 マツダ ケンイチ 埼玉県

1:58:52 59:30389 1188 松浦 弘司 マツウラ ヒロシ 群馬県

1:59:14 59:52390 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

1:59:21 59:59391 1597 柴本 和巳 シバモト カズミ 群馬県

1:59:51 60:29392 1588 小林 英司 コバヤシ エイジ 群馬県

1:59:56 60:34393 1754 井桁 英雄 イゲタ ヒデオ 埼玉県

2:00:11 60:49394 952 砂堀 諭 スナボリ サトシ 神奈川県

2:00:18 60:56395 1304 久保田 政幸 クボタ マサユキ ＢＡＣＣＡＮＡＬＥ 群馬県

2:01:17 61:55396 1958 前岩 浩史 マエイワ ヒロシ 千葉県

2:01:36 62:14397 1617 梅澤 正己 ウメザワ マサキ 埼玉県

2:01:40 62:18398 1407 椛澤 光紀 カバサワ ミツノリ 群馬県

2:01:50 62:28399 1749 関根 和男 セキネ カズオ 群馬県

2:01:59 62:37400 1622 井上 大 イノウエ ダイ 群馬県

2:02:10 62:48401 1601 齋藤 浩幸 サイトウ ヒロユキ 宮城県

2:02:20 62:58402 1306 海老野 圭介 エビノ ケイスケ ＡＲＳ 群馬県

2:02:23 63:01403 1927 桑原 英生樹 クワハラ ヒデオキ ＳＫＯＴ 群馬県

2:02:39 63:17404 1926 城野 文昭 ジョウノ フミアキ 群馬県

2:02:41 63:19405 1850 高橋 俊行 タカハシ トシユキ 群馬県

2:02:43 63:21406 1856 野中 耕一 ノナカ コウイチ 栃木県

2:03:37 64:15407 1713 及川 智 オイカワ トモ 東京都

2:03:50 64:28408 1449 柳沢 寿裕 ヤナギサワ トシヒ 長野県

2:03:53 64:31409 1591 石間 経章 イシマ ツネアキ チームエネ４ 群馬県

2:03:53 64:31410 1629 永井 一成 ナガイ カズナリ 東京都

2:03:59 64:37411 1933 黒岩 正男 クロイワ マサオ 群馬県

2:04:06 64:44412 1712 鈴木 秀樹 スズキ ヒデキ 群馬県

2:04:34 65:12413 1932 岩田 浩幸 イワタ ヒロユキ 千葉県

2:04:34 65:12414 1300 小林 秀徳 コバヤシ ヒデノリ 千葉県

2:04:50 65:28415 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

2:04:56 65:34416 1855 相澤 信正 アイザワ ノブマサ 埼玉県

2:05:23 66:01417 1397 工藤 弘幸 クドウ ヒロユキ 東京都

2:05:38 66:16418 1173 原 幸一 ハラ コウイチ ＴＣＭ 群馬県

2:06:52 67:30419 1408 金井 良和 カナイ ヨシカズ 群馬県

2:06:56 67:34420 975 池田 英之 イケダ ヒデユキ 東京都

2:07:19 67:57421 1301 樺山 泰二 カバヤマ タイジ 愛知県

2:07:21 67:59422 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

2:07:43 68:21423 1180 阿部 裕志 アベ ユウジ 神奈川県

2:07:47 68:25424 1314 松尾 龍生 マツオ リュウセイ 埼玉県

2:07:48 68:26425 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

2:07:52 68:30426 1944 高橋 大弐 タカハシ ダイスケ 埼玉県

2:08:09 68:47427 1610 岡本 勤 オカモト ツトム 辰巳会 群馬県

2:08:17 68:55428 1715 後藤 徳夫 ゴトウ ノリオ 神奈川県

2:08:19 68:57429 906 沼上 修二 ヌマガミ シュウジ チャリダー 埼玉県

2:08:21 68:59430 1296 助友 信夫 スケトモ ノブオ チクリスタ町屋 東京都
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2:08:24 69:02431 1620 村上 浩臣 ムラカミ ヒロオミ 栃木県

2:08:56 69:34432 1305 金井 雅之 カナイ マサユキ ＯＴＣＣ 群馬県

2:09:18 69:56433 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 69:56434 1987 武者 育生 ムシャ イクオ 群馬県

2:09:23 70:01435 1401 桜井 孝善 サクライ タカヨシ 新潟県

2:09:24 70:02436 1582 市川 俊彦 イチカワ トシヒコ ＴＥＡＭ２５４ 埼玉県

2:10:12 70:50437 1889 高木 俊之 タカギ トシユキ 群馬県

2:10:31 71:09438 1583 石井 芳征 イシイ ヨシユキ チームななこ 神奈川県

2:10:47 71:25439 1392 今関 隆 イマゼキ タカシ 千葉県

2:10:53 71:31440 966 佐々木 康則 ササキ ヤスノリ 協栄産業ＲＣ 群馬県

2:11:35 72:13441 1847 木村 揚 キムラ ヨウ 東京都

2:11:55 72:33442 1598 高橋 正彦 タカハシ マサヒコ 群馬県

2:12:54 73:32443 1592 米沢 弘幸 ヨネザワ ヒロユキ う～たんず 群馬県

2:12:56 73:34444 1621 堀越 正弘 ホリコシ マサヒロ 群馬県

2:13:28 74:06445 1777 本村 嘉啓 モトムラ ヨシヒロ 千葉県

2:13:39 74:17446 1231 若井 康弘 ワカイ ヤスヒロ ＣＨＡＲＩＭＡＴＥ 群馬県

2:14:06 74:44447 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

2:14:08 74:46448 1604 塩野 當仁 シオノ マサヒト 埼玉県

2:14:44 75:22449 1745 岩田 修一 イワタ シュウイチ 宮城野ダラーズ 宮城県

2:15:04 75:42450 1851 河田 朗 カワダ アキラ 群馬県

2:15:24 76:02451 1717 久保 英信 クボ ヒデノブ 東京都

2:15:35 76:13452 1778 星野 保彦 ホシノ ヤスヒコ 群馬県

2:15:42 76:20453 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

2:16:16 76:54454 1618 丸山 進 マルヤマ ススム ＴＲＣ前橋 群馬県

2:17:20 77:58455 1635 小山内 隆史 オサナイ タカフミ 東京都

2:18:03 78:41456 1624 湯本 利治 ユモト トシジ 群馬県

2:18:21 78:59457 1784 仲尾 周 ナカオ マコト 栃木県

2:18:22 79:00458 1354 奈良 仁 ナラ ヒトシ 群馬県

2:18:22 79:00459 1602 田中 孝和 タナカ タカカズ 東京都

2:18:59 79:37460 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

2:19:14 79:52461 1303 須田 孝志 スダ タカシ ＭＣＴＣＯＢ会 群馬県

2:21:37 82:15462 1930 岩崎 俊樹 イワサキ トシキ 埼玉県

2:21:40 82:18463 1837 宮下 耕次 ミヤシタ コウジ 群馬県

2:22:18 82:56464 1846 深沢 幹典 フカザワ ミキノリ 埼玉県

2:24:26 85:04465 1836 山本 直明 ヤマモト ナオアキ 群馬県

2:28:55 89:33466 1774 島田 雅人 シマダ マサト 群馬県

2:29:27 90:05467 1163 吉澤 義明 ヨシザワ ヨシアキ 自衛隊 埼玉県

2:29:34 90:12468 9031 忰田 哲也 カセダ　テツヤ ディライトバイクカンパニー

2:30:15 90:53469 1403 斉藤 佳孝 サイトウ ヨシタカ チームセトギワ 群馬県

2:30:33 91:11470 1776 金田 貴 カネタ タカシ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県

2:30:33 91:11471 941 森木 賢治 モリキ ケンジ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県

2:30:36 91:14472 1931 冨田 英之 トミタ ヒデユキ ＮＡＭ 神奈川県

2:31:48 92:26473 1064 小田 高広 オダ タカヒロ 群馬県
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2:32:01 92:39474 942 上村 登 カミムラ ノボル カミノデザイン 埼玉県

2:32:53 93:31475 898 上村 渡 カミムラ ワタル カミノデザイン 埼玉県

2:36:11 96:49476 1775 須田 聡 スダ サトル 埼玉県

2:36:16 96:54477 1839 新井 洋 アライ ヒロシ 群馬県

2:37:31 98:09478 1835 柳井 健 ヤナイ タケシ 株式会社　柳井 栃木県

2:38:07 98:45479 1625 狩野 清明 カノウ キヨアキ 群馬県

2:38:41 99:19480 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

2:40:03 100:41481 1752 吉田 純司 ヨシダ ジュンジ 神奈川県

2:41:25 102:03482 978 安田 臣宏 ヤスダ ノブヒロ 群馬県

2:44:28 105:06483 1843 斉藤 秀樹 サイトウ ヒデキ 東京都

2:44:31 105:09484 1985 松本 潤一 マツモト ジュンイ チームセグ 群馬県

2:47:38 108:16485 1176 宗永 泰彦 ムネナガ ヤスヒコ ち～む　たなべ衛 東京都

2:49:56 110:34486 572 鈴木 浩 スズキ ヒロシ かすかわ接骨院 群馬県

2:55:37 116:15487 1748 古溝 勝信 コミゾ カツノブ ＲＣ　ＨＯＢＯ 群馬県

2:56:32 117:10488 1615 萩原 淳 ハギワラ ジュン 群馬県

3:00:49 121:27489 1151 近藤 精一郎 コンドウ セイイチロ ち～む　たなべ衛 東京都

3:05:17 125:55490 907 矢野 豊 ヤノ ユタカ ＺＥＲＯｔｏＴＯＰ 埼玉県

3:06:04 126:42491 1925 猿谷 忠弘 サルヤ タダヒロ エムクル 群馬県
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