
リザルト：一般男子Ａ
2017/09/24    7:05:00 スタート

選手名 Time +TOP順位 No.

第７回まえばし赤城山ヒルクライム大会

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県

0:59:34 0:001 154 齊藤 雅仁 サイトウ マサヒト 郡山 福島県

1:00:09 0:352 138 長倉 慎之介 ナガクラ シンノスケ βエンドルフィ 静岡県

1:00:11 0:373 141 長島 教之 ナガシマ ノリユキ 矢板地域おこし 栃木県

1:01:32 1:584 168 小野沢 亮 オノザワ リョウ βエンドルフィ 群馬県

1:01:40 2:065 150 高橋 英文 タカハシ ヒデフミ 群馬自転車部 群馬県

1:02:07 2:336 160 篠崎 勇杜 シノザキ ハヤト Ｔ－ｓｅｒｖ 埼玉県

1:02:21 2:477 262 西村 仁志 ニシムラ ヒトシ 西武文理高校 埼玉県

1:03:11 3:378 156 加藤 嵩裕 カトウ タカヒロ 高崎経済大学 群馬県

1:03:23 3:499 263 中澤　飛翔 ナカザワ　ツバサ ZAPPEI 群馬県

1:04:33 4:5910 329 関根 将吾 セキネ ショウゴ 群馬県

1:05:05 5:3111 248 對比地 諒 ツイヒジ リョウ 栃木県

1:06:02 6:2812 236 松原 宏次 マツバラ コウジ 宮下会 埼玉県

1:06:06 6:3213 260 高岸 昌平 タカギシ ショウヘイ 高崎経済大学 群馬県

1:06:11 6:3714 514 鈴木 康介 スズキ コウスケ 東京都

1:06:20 6:4615 244 五十嵐 広至 イガラシ ヒロシ 高経大附属高校 群馬県

1:06:53 7:1916 328 瀬古 尚彦 セコ ナオヒコ 前橋市役所 群馬県

1:07:12 7:3817 230 佐藤 佑樹 サトウ ユウキ パイオニア 東京都

1:07:33 7:5918 190 木村 亮輔 キムラ リョウスケ 群馬県

1:07:36 8:0219 1734 小泉 亮太 コイズミ リョウタ 獨協大学 東京都

1:07:41 8:0720 251 堺 直樹 サカイ ナオキ ＭＩＶＲＯ 埼玉県

1:07:49 8:1521 955 鍜治ヶ澤 光紀 カジガサワ ミツノリ 群馬県

1:07:50 8:1622 309 岡澤 俊吾 オカザワ シュンゴ あらかわＺｏｏ 埼玉県

1:07:57 8:2323 926 松島 諒介 マツシマ リョウスケ 群馬県

1:08:25 8:5124 660 清水 貴久巳 シミズ タクミ 上毛レーシング 群馬県

1:08:48 9:1425 689 齊藤　伸吾 サイトウ　シンゴ 茨城県

1:09:07 9:3326 1002 伊藤　翼 イトウ　ツバサ 埼玉県

1:09:08 9:3427 223 佐藤 友紀 サトウ トモノリ 群馬県

1:09:19 9:4528 405 萩原 一樹 ハギワラ カズキ 群馬県

1:09:51 10:1729 671 大西 輝 オオニシ ヒカル 神奈川県

1:09:59 10:2530 162 鈴木 竜太 スズキ リュウタ 埼玉県

1:10:05 10:3131 1750 岡田 俊平 オカダ シュンペイ 筑波大学 茨城県

1:10:12 10:3832 961 坂根 智幸 サカネ トモユキ 埼玉県

1:10:29 10:5533 515 久保 祐介 クボ ユウスケ 東京都

1:10:33 10:5934 419 斎藤 啓太 サイトウ ケイタ 豆サイ 神奈川県

1:10:46 11:1235 646 今井 亮太 イマイ リョウタ ＲＣ－ＫＡＺ 神奈川県

1:11:09 11:3536 2083 平形 洋生 ヒラカタ ヒロキ 千葉県

1:11:18 11:4437 1735 梅田 誠弘 ウメダ マサヒロ 獨協大学 埼玉県

1:11:23 11:4938 1187 上田　林太郎 ウエダ　リンタロウ 群馬県

1:11:33 11:5939 1943 中村 舜 ナカムラ シュン 白山サイクリン 東京都

1:11:48 12:1440 413 飛田 浩之 トビタ ヒロユキ 輪持久業 埼玉県

1:11:52 12:1841 211 美濃部 貴幸 ミノベ タカユキ オーベスト 東京都

1:11:58 12:2442 159 須賀 亮文 スガ アキフミ 群大 群馬県

1:12:07 12:3343 1745 櫻井 優真 サクライ ユウマ 前工 群馬県

1:12:13 12:3944 1951 森木　駿 モリキ　シュン 高崎工業高校 群馬県
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1:12:28 12:5445 3204 塚田 圭祐 ツカダ ケイスケ 群馬県

1:12:44 13:1046 1752 犬飼 英志 イヌカイ エイジ 埼玉県

1:13:00 13:2647 445 重田 倫一郎 シゲタ リンイチロウ 上毛レーシング 群馬県

1:13:07 13:3348 1702 浅野 智之 アサノ トモユキ 芝浦工業大学 東京都

1:13:21 13:4749 708 伊藤　正則 イトウ　マサノリ 山梨県

1:13:27 13:5350 238 小林 将人 コバヤシ マサト 東京都

1:13:29 13:5551 256 臼井 翔吾 ウスイ ショウゴ 錦糸町清水組 栃木県

1:13:38 14:0452 266 人見　泰弘 ヒトミ　ヤスヒロ 栃木県

1:13:40 14:0653 629 芝山 涼 シバヤマ リョウ ＢＳＮ 群馬県

1:14:00 14:2654 1173 高萩 淳矢 タカハギ ジュンヤ 福島県

1:14:13 14:3955 3437 野田　英汰 ノダ　エイタ 群馬県

1:14:17 14:4356 1635 桑原 渉 クワバラ ワタル 千葉県

1:14:29 14:5557 1730 関口 雄斗 セキグチ ユウト 伊勢崎工業 群馬県

1:14:31 14:5758 3436 中島　孝一郎 ナカジマ　コウイチロウ 高崎工業高校 群馬県

1:15:00 15:2659 432 高橋 宏輔 タカハシ コウスケ 神奈川県

1:15:16 15:4260 525 本谷 進二 ホンタニ シンジ 東京都

1:15:22 15:4861 1610 角田 拓渉 ツノダ タクト 黒熊 群馬県

1:15:27 15:5362 1934 高橋 亮介 タカハシ リョウスケ 群馬県

1:15:31 15:5763 664 西村 博紀 ニシムラ ヒロキ チャリんぽＲＴ 埼玉県

1:15:52 16:1864 2231 山崎 慶太 ヤマザキ ケイタ 栃木県

1:16:02 16:2865 715 戸丸　大地 トマル　ダイチ Team1 群馬県

1:16:03 16:2966 1157 木下 史啓 キノシタ フミヒロ 東京都

1:16:12 16:3867 963 佐久間 亜蘭 サクマ アラン チクリヒデ 埼玉県

1:16:25 16:5168 2971 井野口 架流 イノグチ カケル 群馬県

1:16:38 17:0469 2684 星野 塁飛 ホシノ ルイト 尾瀬高校 群馬県

1:17:01 17:2770 2983 加藤 拓実 カトウ タクミ 商大附 群馬県

1:17:10 17:3671 949 菅原 朋樹 スガハラ トモキ ＨＶＲＬＣＣＣ 群馬県

1:17:23 17:4972 1928 永嶋 秀行 ナガシマ ヒデユキ 白山サイクリン 東京都

1:17:34 18:0073 1605 田杭 篤人 タグイ アツヒト 富士機械 東京都

1:17:46 18:1274 283 西村 健太郎 ニシムラ ケンタロウ 埼玉県

1:17:48 18:1475 2410 川又 政宏 カワマタ マサヒロ 茨城県

1:17:51 18:1776 934 近澤 雄介 チカザワ ユウスケ 茨城県

1:18:08 18:3477 1700 江島 直紀 エジマ ナオキ 学生 千葉県

1:18:12 18:3878 2210 今野 紳 コンノ シン 埼玉県

1:18:14 18:4079 2609 小柏 龍人 オガシワ タツヒト 群馬県

1:18:15 18:4180 3474 葉奇典 YEH, CHI-TIEN

1:18:53 19:1981 1661 中原 拓哉 ナカハラ タクヤ 東京都

1:19:02 19:2882 1939 上野 隼太 ウエノ ハヤタ 白山サイクリン 埼玉県

1:19:04 19:3083 2725 横塚 暁人 ヨコツカ アキヒト 山野自転車部 東京都

1:19:29 19:5584 279 横山 皓則 ヨコヤマ アキノリ βエンドルフィ 群馬県

1:19:32 19:5885 948 小野澤 遼 オノザワ リョウ 前橋東高校 群馬県

1:19:35 20:0186 641 新井 雄太 アライ ユウタ ヨシモトポール 群馬県

1:20:00 20:2687 1687 末永 智明 スエナガ トモアキ 芝浦工業大学 東京都

1:20:04 20:3088 652 高尾 健太郎 タカオ ケンタロウ ＢＢＰ 千葉県
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1:20:09 20:3589 424 齋藤 颯太 サイトウ ソウタ 群馬県

1:20:14 20:4090 1955 福永　拓海 フクナガ　タクミ 白山サイクリング 東京都

1:20:23 20:4991 676 松島 圭佑 マツシマ ケイスケ 千葉県

1:20:28 20:5492 511 根岸 航平 ネギシ コウヘイ あらずー 千葉県

1:20:56 21:2293 2740 中村 凌 ナカムラ リョウ 伊勢崎工業 群馬県

1:20:56 21:2294 3339 境野　竣介 サカイノ　シュンスケ 群馬県

1:21:26 21:5295 828 高山 祥平 タカヤマ ショウヘイ ＢＦ 群馬県

1:21:34 22:0096 433 寺島 侑輝 テラシマ ユウキ 高崎経済大学 群馬県

1:21:55 22:2197 1678 渡部 悠聖 ワタベ ユウセイ 群馬県

1:22:05 22:3198 2452 古賀 太暁 コガ ヒロアキ 筑波大学 茨城県

1:22:11 22:3799 1599 新井 健太 アライ ケンタ 群馬県

1:22:22 22:48100 1165 川瀬 昂平 カワセ コウヘイ 芝浦工業大学 東京都

1:22:22 22:48101 408 石田 祥大 イシダ アキヒロ 埼玉県

1:22:24 22:50102 1941 奈良 皓陽 ナラ テルアキ 白山サイクリン 神奈川県

1:22:31 22:57103 2981 渡辺 翔月 ワタナベ カヅキ 勢多農林高校 群馬県

1:22:37 23:03104 1937 清水 大翔 シミズ ヒロト 埼玉県

1:22:38 23:04105 2872 廣瀬 篤 ヒロセ アツシ 川口車連 埼玉県

1:22:51 23:17106 1936 藤田 昂己 フジタ コウキ 白山サイクリン 千葉県

1:22:55 23:21107 1705 大澤 遼 オオサワ リョウ 群馬県

1:22:55 23:21108 1499 佐野 竜也 サノ タツヤ 群馬県

1:23:11 23:37109 1686 佐藤 彰馬 サトウ ショウマ 佐野日大高校 群馬県

1:23:15 23:41110 1531 樺澤 亮 カバサワ リョウ 東京都

1:23:18 23:44111 1810 小林　昴平 コバヤシ　コウヘイ 茨城県

1:23:34 24:00112 1938 池田 和樹 イケダ カズキ 白山サイクリン 東京都

1:23:45 24:11113 1130 大河 辰也 オオカワ タツヤ 桐生工業株 群馬県

1:23:47 24:13114 860 北村 知弘 キタムラ トモヒロ 群馬県

1:23:47 24:13115 662 福田 慶太 フクダ ケイタ 群馬県

1:23:51 24:17116 416 田代 丈幸 タシロ ヒロユキ ＨＯＮＤＡ栃木 栃木県

1:23:55 24:21117 1719 小林 達大 コバヤシ タツヒロ 神奈川県

1:24:08 24:34118 1153 吉田 大河 ヨシダ タイガ 群馬県

1:24:13 24:39119 1133 渡辺 成紀 ワタナベ シゲキ 藤岡工業高校 群馬県

1:24:19 24:45120 1145 櫻井 良樹 サクライ ヨシキ 埼玉県

1:24:44 25:10121 1170 中條 颯斗 ナカジョウ ハヤト 高崎工業高校 群馬県

1:24:55 25:21122 2996 清水 覚人 シミズ ガクト 高崎工業高校 群馬県

1:25:08 25:34123 2407 石田 紀幸 イシダ ノリユキ 群馬県

1:25:23 25:49124 2606 栗林 健吾 クリバヤシ ケンゴ 伊勢工業高校 群馬県

1:25:24 25:50125 739 多田 啓昭 タダ ヒロアキ 東京都

1:25:33 25:59126 728 林 頼母 ハヤシ タノモ 群馬県

1:25:39 26:05127 1325 桑原 亘平 クワハラ コウヘイ カネコ種苗 群馬県

1:25:41 26:07128 1797 柳　元文 ヤナギ　モトフミ 群馬県

1:25:55 26:21129 1046 狩野 雅貴 カノウ マサキ 足利工業大学 群馬県

1:26:03 26:29130 148 北澤 優真 キタザワ ユウマ 群馬県

1:26:05 26:31131 999 永田　翔太 ナガタ　ショウタ 埼玉県

1:26:12 26:38132 945 白石 伸幸 シライシ ノブユキ サークルＣ 千葉県
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1:26:30 26:56133 691 一木 悠太 イチギ ユウタ 群馬県

1:26:36 27:02134 2143 小林 拓貴 コバヤシ ヒロキ 新潟県

1:26:39 27:05135 2151 谷川 健太郎 タニカワ ケンタロウ 伊勢崎市役所 群馬県

1:26:41 27:07136 1380 森田 崇文 モリタ タカフミ チームΔ 東京都

1:26:47 27:13137 1710 今井 友樹 イマイ トモキ 東京都

1:26:49 27:15138 939 菅原 雄一 スガハラ ユウイチ ＴＤＵ 東京都

1:26:52 27:18139 2194 神田 恭宏 カンダ ヤスヒロ 芝浦工業大学 埼玉県

1:27:17 27:43140 1480 齋藤 幸太 サイトウ コウタ 群馬県

1:27:55 28:21141 1959 石岡 憲長 イシオカ タダノブ 群馬県

1:27:56 28:22142 1739 高橋 由多 タカハシ ユウタ 頂きアンビ 埼玉県

1:28:08 28:34143 1908 宇田川 翔太 ウダガワ ショウタ 群馬県

1:28:12 28:38144 349 中澤 健太郎 ナカザワ ケンタロウ 埼玉県

1:28:16 28:42145 1551 酒井 優介 サカイ ユウスケ ＥＣＨＥＶＡＬ 新潟県

1:28:19 28:45146 1108 小池 裕平 コイケ ユウヘイ 山田製作所 群馬県

1:28:58 29:24147 1397 原 健太郎 ハラ ケンタロウ 群馬県

1:29:37 30:03148 656 峯岸 雅敏 ミネギシ マサトシ 群馬県

1:29:53 30:19149 2144 内山 大樹 ウチヤマ ダイキ とね輪クラブ 群馬県

1:30:16 30:42150 1179 寺西 駿英 テラニシ タカヒデ 群馬県

1:30:27 30:53151 1718 藤岡 昌希 フジオカ マサキ ＹＮＵＷＶ 神奈川県

1:30:28 30:54152 1714 須永 道成 スナガ ミチナリ チヴェッタ 茨城県

1:30:37 31:03153 2596 小野 高 オノ タカシ 群馬県

1:30:45 31:11154 613 酒田 直幸 サカタ ナオユキ エコダライダー 東京都

1:31:01 31:27155 1758 大橋 虹 オオハシ コウ 群馬県

1:31:19 31:45156 2951 檜山 諒 ヒヤマ リョウ 筑波大学 茨城県

1:31:43 32:09157 1971 中澤 健治 ナカザワ ケンジ 群馬県

1:32:36 33:02158 2138 伊藤 諒 イトウ リョウ 坂まっしぐら 埼玉県

1:32:51 33:17159 3203 関根 律樹 セキネ リツキ 神奈川県

1:33:21 33:47160 872 糸谷 東 イトタニ アズマ 唐揚げ 神奈川県

1:33:31 33:57161 3028 伊藤 悠里 イトウ ユウリ 芝浦工業大学 埼玉県

1:33:36 34:02162 2882 石井 文人 イシイ フミト 埼玉県

1:33:41 34:07163 1748 竹林 竜希 タケバヤシ リュウキ ＥＣＨＥＶＡＬ 東京都

1:33:50 34:16164 2647 横川 正瑠 ヨコカワ マサル 神奈川県

1:33:54 34:20165 1940 藤田 佑弥 フジタ ユウヤ 白山サイクリン 埼玉県

1:34:00 34:26166 1724 角田 悠介 ツノダ ユウスケ 群馬県

1:34:17 34:43167 1641 大谷 航輝 オオタニ コウキ 伊勢崎興陽高校 群馬県

1:34:19 34:45168 2431 星野 琢彦 ホシノ タクヒコ 筑波大学 茨城県

1:34:21 34:47169 2092 大原 龍之介 オオハラ リュウノスケ 福島県

1:34:23 34:49170 666 根岸 隼都 ネギシ ハヤト 育英メディカル 群馬県

1:34:34 35:00171 2978 清水 隆教 シミズ タカノリ 芝浦工業大学 東京都

1:34:36 35:02172 2972 葛西 雅人 カサイ マサト 埼玉県

1:34:40 35:06173 220 長塩 典久 ナガシオ ノリヒサ 群馬県

1:34:40 35:06174 1640 森 真也 モリ シンヤ Ｇ．Ｗ．Ｃ．Ｃ 群馬県

1:35:15 35:41175 725 梶原 豪 カジワラ ツヨシ 群馬県

1:35:16 35:42176 893 加藤 聡一郎 カトウ ソウイチロウ 千葉県
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1:35:18 35:44177 1708 渡邉 廉次郎 ワタナベ レンジロウ 芝浦工業大学 埼玉県

1:35:37 36:03178 2929 井上 亘 イノウエ ワタル 東京都

1:35:44 36:10179 2218 辻田 智輝 ツジタ トモキ シンセキ 群馬県

1:35:52 36:18180 4052 清野 恭史 キヨノ タダシ 前橋市 群馬県

1:36:34 37:00181 2282 古澤 慎一 フルサワ シンイチ ＳＩＴＣＣ 埼玉県

1:36:38 37:04182 868 小濱 光弘 コハマ ミツヒロ 群馬県

1:36:46 37:12183 1598 砂賀 立 スナガ リツ 東京都

1:36:57 37:23184 3037 佐藤 透流 サトウ トオル 群馬県

1:37:04 37:30185 415 飛田 智宏 トビタ トモヒロ 埼玉県

1:37:20 37:46186 1631 若旅 涼 ワカタビ リョウ キイロイトリ 群馬県

1:37:27 37:53187 1725 荒木 和優 アラキ カズヒロ 八斗島サイクル 群馬県

1:37:49 38:15188 1442 小暮 一樹 コグレ カズキ 群馬県

1:37:56 38:22189 3020 浅見 琉音 アサミ リユネ 群馬県

1:38:34 39:00190 1489 高木 亮 タカギ リョウ しののめ信金 群馬県

1:38:40 39:06191 1589 中島 貴裕 ナカジマ タカヒロ 群馬県

1:38:41 39:07192 628 石井 弘希 イシイ ヒロキ ＢＦ 群馬県

1:38:44 39:10193 2724 林田 拓巳 ハヤシダ タクミ 芝浦工業大学 東京都

1:38:51 39:17194 2906 石倉 一直 イシクラ カズナオ 群馬県

1:38:51 39:17195 2968 村山 竣介 ムラヤマ シュンスケ 吉井高等学校 群馬県

1:39:13 39:39196 3342 湯井 翔太 ユイ ショウタ 群馬県

1:39:35 40:01197 2096 阿久津 年央 アクツ トシヒサ 芳賀町 栃木県

1:39:56 40:22198 890 横山 智紀 ヨコヤマ トモキ 群馬県

1:39:58 40:24199 1675 吉井 哲朗 ヨシイ テツロウ 赤石サイクル 群馬県

1:40:19 40:45200 2154 綿貫 将吾 ワタヌキ ショウゴ 富士機械ＣＲＴ 群馬県

1:40:57 41:23201 3018 伊東山 登 イトウヤマ ノボル Ｌｉｏｎ 神奈川県

1:40:58 41:24202 1649 長塚 涼 ナガツカ リョウ ＴＳＣＣ１１ 埼玉県

1:41:27 41:53203 1711 星野 太郎 ホシノ タロウ 群馬県

1:41:32 41:58204 1979 安田 拓未 ヤスダ タクミ 群馬県

1:41:49 42:15205 1491 正田 慎弥 ショウダ シンヤ ＴＳＰ 群馬県

1:42:12 42:38206 2595 樋口 大輔 ヒグチ ダイスケ 群馬県

1:42:12 42:38207 2941 木暮 泰史 コグレ ヤスシ 群馬県

1:42:20 42:46208 1773 草間　悠馬 クサマ　ユウマ 東農大二 群馬県

1:43:06 43:32209 3395 山田 昌弘 ヤマダ マサヒロ 群馬県

1:43:15 43:41210 3214 中島　彰宏 ナカジマ　アキヒロ 群馬県

1:43:34 44:00211 936 清水 善熙 シミズ ヨシキ ＣＯＷ 群馬県

1:43:53 44:19212 3419 小舘 隆太郎 コダテ リュウタロウ 埼玉県

1:44:36 45:02213 2182 女屋 祐輔 オナヤ ユウスケ 群馬県

1:44:57 45:23214 3396 山田 紘之 ヤマダ ヒロユキ 群馬県

1:44:58 45:24215 3023 櫻井 渓太 サクライ ケイタ 新潟県

1:45:07 45:33216 371 葛野 仁士 クズノ マサシ 群馬県

1:45:17 45:43217 3064 五十川　令 イソカワ　リョウ 東京都

1:45:34 46:00218 3385 山田 裕和 ヤマダ ヒロカズ 東京都

1:45:42 46:08219 2638 松本 拓 マツモト タク 群馬県

1:45:45 46:11220 1582 土屋 大地 ツチヤ ダイチ 群馬自転車部 群馬県
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1:45:48 46:14221 928 尾関 亮 オゼキ リョウ チームＦ 東京都

1:46:13 46:39222 2166 荒井 崇之 アライ タカユキ 神奈川県

1:46:18 46:44223 3318 柏崎 浩史 カシワザキ ヒロシ 群馬県

1:46:54 47:20224 1812 川又　昭吾 カワマタ　ショウゴ 茨城県

1:47:10 47:36225 879 木村 勇理 キムラ イサム 群馬県

1:48:03 48:29226 1944 摩庭　涼 マニワ　リョウ ボルボ前橋 群馬県

1:48:23 48:49227 1625 田部井 伸矢 タベイ シンヤ 群馬県

1:48:44 49:10228 2384 石原 孝祐 イシハラ コウスケ 上毛レーシング 群馬県

1:48:50 49:16229 2207 荻原 秀貴 オギワラ ヒデキ 群馬県

1:48:51 49:17230 1650 髙橋 秀仁 タカハシ ヒデノリ 藤岡市役所 群馬県

1:49:33 49:59231 1207 高田 穂高 タカダ ホタカ 前橋工科大学 群馬県

1:49:53 50:19232 3039 町田 尚駿 マチダ ナオトシ 上州からっ風隊 群馬県

1:49:54 50:20233 1178 鈴木 崇 スズキ タカシ 武蔵野ＢＮＤＴ 埼玉県

1:50:32 50:58234 2148 森谷 良平 モリヤ リョウヘイ 群馬県

1:50:37 51:03235 1685 小菅 喜彦 コスゲ ヨシヒコ ヨシモトポール 群馬県

1:50:39 51:05236 2403 島田 直弥 シマダ ナオヤ ＧＣＣ自転車部 群馬県

1:50:40 51:06237 3415 砂川 大輔 スナカワ ダイスケ 栃木県

1:50:46 51:12238 913 神﨑 章弘 カンザキ アキヒロ 栃木県

1:51:00 51:26239 1726 上田 瞭 ウエダ リョウ ９Ｆｏｒｃｅ 群馬県

1:51:03 51:29240 2934 多胡 樹 タゴ タツキ 群馬県

1:51:21 51:47241 3261 大野 駿平 オオノ シュンペイ 菖蒲レーシング 埼玉県

1:52:11 52:37242 2990 高橋 勝賢 タカハシ ヨシタカ 群馬県

1:52:51 53:17243 1449 犬塚 隆矢 イヌヅカ リュウヤ 群馬県

1:53:18 53:44244 1415 松岡 裕大 マツオカ ユウダイ 群馬県

1:53:24 53:50245 2235 丸橋　悠 マルハシ　ハルカ 群馬大学 群馬県

1:54:34 55:00246 2721 高橋 祐太 タカハシ ユウタ 群馬県

1:54:35 55:01247 2489 石原 一通 イシハラ カズミチ 埼玉県

1:55:02 55:28248 2629 辻 章良 ツジ アキラ 埼玉県

1:55:09 55:35249 1679 岩崎 佑紀 イワザキ ユウキ 群馬県

1:55:10 55:36250 2212 栗原 興司 クリハラ コウジ 群馬県

1:55:11 55:37251 2232 山本 真也 ヤマモト シンヤ 埼玉県庁 東京都

1:55:41 56:07252 2191 村田 晃一 ムラタ コウイチ 栃木県

1:55:43 56:09253 3413 北野 順也 キタノ ジュンヤ 埼玉県

1:56:28 56:54254 2884 山根 鉄平 ヤマネ テッペイ 群馬県

1:56:29 56:55255 2985 須川 洋和 スカワ ヒロカズ チームしんせき 群馬県

1:56:36 57:02256 2075 清水 勝 シミズ マサル 栃木県

1:56:41 57:07257 3321 荻原 弘樹 オギハラ ヒロキ 長野県

1:58:33 58:59258 2599 大下 貴司 オオシタ タカシ 埼玉県

1:58:45 59:11259 3003 早田 巧 ハヤタ タクミ 神奈川県

1:59:01 59:27260 1507 高山 教平 タカヤマ キョウヘイ 群馬県

2:00:08 60:34261 1647 久保田 豊臣 クボタ トヨシゲ ＧＮＤＣ 群馬県

2:00:34 61:00262 2454 岩崎 大樹 イワサキ ヒロキ 群馬県

2:01:16 61:42263 2640 宮嵜 亮 ミヤザキ リョウ 神奈川県

2:01:20 61:46264 3041 翁田 正雄 オキナダ マサオ 東京都
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2:01:47 62:13265 2944 安部 茂憲 アベ シゲノリ 群馬県

2:01:54 62:20266 1699 岡田 芙雪 オカダ フユキ 千葉県

2:02:07 62:33267 3025 鈴木 稔之 スズキ トシユキ 埼玉県

2:03:22 63:48268 2908 高山 一騎 タカヤマ カズキ 群馬県

2:03:37 64:03269 2915 本橋 大樹 モトハシ ダイキ ＮＯＫＹＳ 埼玉県

2:03:43 64:09270 3045 涌沢　亮 ワクザワ　リョウ 庚祗候会 群馬県

2:05:49 66:15271 2446 金子 剛 カネコ ツヨシ 埼玉県

2:06:03 66:29272 2958 中西 由龍 ナカニシ ヨシタツ 群馬県

2:07:05 67:31273 2419 天川 泰崇 アマガワ ヤスタカ 群馬自転車部 群馬県

2:08:12 68:38274 1477 小谷野 拓也 コヤノ タクヤ 山形大学 群馬県

2:08:12 68:38275 163 藤井 俊明 フジイ トシアキ あかぎ信用組合 群馬県

2:08:24 68:50276 2781 矢野間 祐樹 ヤノマ ユウキ ちゃっぴー 群馬県

2:09:06 69:32277 3391 副島 克哉 ソエジマ カツヤ 茨城県

2:09:58 70:24278 3428 中島 良太 ナカジマ リョウタ 群馬県

2:10:03 70:29279 1472 神澤 奨 カンザワ ショウ 群馬県

2:10:25 70:51280 2444 小川 昌輝 オガワ マサキ 東京都

2:10:35 71:01281 3236 植竹　祐輔 ウエタケ　ユウスケ 群馬県

2:12:44 73:10282 2063 村田 耕平 ムラタ コウヘイ 群馬県

2:14:28 74:54283 3079 西村　佳隆 ニシムラ　ヨシタカ 群馬県

2:14:36 75:02284 3202 權田 惇晟 ゴンダ トシアキ 群馬県庁 群馬県

2:14:40 75:06285 1603 天田 健太 アマダ ケンタ ＧＮＤＣ 群馬県

2:18:06 78:32286 2354 関 修平 セキ シュウヘイ 中之条ＣＣ 群馬県

2:18:38 79:04287 3065 新井　佑輔 アライ　ユウスケ 東京都

2:20:01 80:27288 2918 樋口 拓也 ヒグチ タクヤ 群馬県

2:20:27 80:53289 3005 星野 裕大 ホシノ ユウダイ ＧＲＢＯ 群馬県

2:21:59 82:25290 3427 細谷 恭平 ホソヤ キョウヘイ あかぎ信用組合 群馬県

2:24:37 85:03291 2851 安齋 直人 アンザイ ナオト 群馬県

2:25:14 85:40292 2418 長谷川 夏希 ハセガワ ナツキ トライド 群馬県

2:26:14 86:40293 2878 寺澤 大和 テラサワ ヤマト 群馬県

2:27:38 88:04294 2493 岡林 亮 オカバヤシ リョウ 群馬県

2:29:24 89:50295 2230 佐藤 桂輔 サトウ ケイスケ 東京都

2:30:19 90:45296 1755 小金澤 祐輝 コガネザワ ユウキ 群馬県

2:33:23 93:49297 3061 戸室　諒介 トムロ　リョウスケ 群馬県

2:34:55 95:21298 3016 齋藤 弘樹 サイトウ ヒロキ 群馬県

2:36:51 97:17299 3336 立木　良昴 タツキ　ヨシタカ 群馬県

2:38:12 98:38300 2997 坂上 匡亮 サカウエ キョウスケ 筑波大学 茨城県

2:40:21 100:47301 3309 檜原 翔 ヒバル ショウ サンキン（株） 群馬県

2:47:20 107:46302 3010 入澤 陸 イリサワ リク 群馬県

2:52:03 112:29303 3364 武井 雅紘 タケイ マサヒロ 群馬県

3:19:10 139:36304 2987 清水 勇樹 シミズ ユウキ ＣＯＭＡＺＯＵ 群馬県
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