
リザルト：一般男子Ｃ
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

1:01:49 0:001 383 小山 孝幸 コヤマ タカユキ 長野県

1:01:58 0:092 192 鏑木 利行 カブラギ トシユキ シャーク 埼玉県

1:02:18 0:293 255 中瀬 雄介 ナカセ ユウスケ 神奈川県

1:02:41 0:524 202 須藤 慎二 ストウ シンジ ＳＵＷＯＲＸ 群馬県

1:02:50 1:015 197 小玉 喜照 コダマ ヨシテル 埼玉県

1:02:57 1:086 186 杉原 亮太 スギハラ リョウタ 群馬県

1:03:09 1:207 313 手代森 悟 テシロモリ サトル ＡＡＢ 神奈川県

1:03:16 1:278 235 浅香 達彦 アサカ タツヒコ 埼玉県

1:03:19 1:309 167 茂野 洋介 シゲノ ヨウスケ βエンドルフィ 群馬県

1:03:20 1:3110 216 竹内 尉人 タケウチ ヤスヒト 東京都

1:03:38 1:4911 204 高橋 大吉 タカハシ ダイキチ ＳＨＯＷＡ 秋田県

1:04:08 2:1912 289 中村 剛史 ナカムラ タケシ 埼玉県

1:04:11 2:2213 187 村上 雅史 ムラカミ マサフミ 群馬県

1:04:13 2:2414 231 相良 裕之 サガラ ヒロユキ 栃木県

1:04:19 2:3015 300 大数加 光治 オオスカ コウジ 東大整形外科 東京都

1:05:21 3:3216 281 星場 正輝 ホシバ マサキ 埼玉県

1:05:32 3:4317 209 神宮 則由 ジングウ ノリヨシ βエンドルフィ 群馬県

1:06:11 4:2218 275 竹谷 好広 タケタニ ヨシヒロ 羽生ＨＣ 埼玉県

1:06:27 4:3819 319 古賀 琢人 コガ タクヒト 群馬県

1:06:51 5:0220 343 岡田 紀彦 オカダ ノリヒコ 静岡県

1:06:52 5:0321 462 田村　元厚 タムラ　ユキアツ 東京都

1:07:08 5:1922 282 島山 正敏 シマヤマ マサトシ 埼玉県

1:07:11 5:2223 307 庄 雅仁 ショウ マサヒト 千葉県

1:07:34 5:4524 454 斉藤　渉 サイトウ　ワタル 埼玉県

1:07:46 5:5725 205 関口 敦 セキグチ アツシ 上毛レーシング 群馬県

1:07:51 6:0226 288 清水 雅人 シミズ マサト 彩北ツブラーゼ 埼玉県

1:08:00 6:1127 233 岡口 和寿 オカグチ カズトシ グランデパール 群馬県

1:08:02 6:1328 390 菅谷 真行 スガヤ マサユキ Ｈｏｎｄａ栃木 栃木県

1:08:17 6:2829 394 和知 大介 ワチ ダイスケ Ｈｏｎｄａ栃木 栃木県

1:08:39 6:5030 201 永沼 幸雄 ナガヌマ ユキオ ＴＨＣＲ 千葉県

1:08:51 7:0231 208 長谷川　誠 ハセガワ　マコト ルーテデラハ 神奈川県

1:09:48 7:5932 537 小島 晴之 コジマ ハルユキ 610 東京都

1:10:21 8:3233 480 落合 祐介 オチアイ ユウスケ 森連 群馬県

1:10:30 8:4134 377 小野 裕 オノ ユタカ ＣＯＷ 群馬県

1:10:32 8:4335 232 本間 純也 ホンマ ジュンヤ グランデパール 群馬県

1:10:32 8:4336 264 豊田　豊 トヨダ　ユタカ Team FITTE 埼玉県

1:10:41 8:5237 532 石川 久洋 イシカワ ヒサヒロ ＣＯＷ 群馬県

1:10:55 9:0638 385 村尾 オスカル ムラオ オスカル 群馬県

1:11:01 9:1239 367 石榑 毅 イシグレ ツヨシ ＯＴＣＣ 群馬県

1:11:17 9:2840 277 間庭 良浩 マニワ ヨシヒロ チームＲ＆Ｄ 群馬県

1:11:37 9:4841 237 引田 直希 ヒキタ ナオキ ＣＯＷ群馬 群馬県

1:11:43 9:5442 400 高柳 義則 タカヤナギ ヨシノリ 群馬自転車部 群馬県

1:12:04 10:1543 318 小宮山 勝吉 コミヤマ カツヨシ ＡＲＡＩ 埼玉県

1:12:08 10:1944 246 西部 俊宏 ニシベ トシヒロ 雑兵 千葉県
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1:12:09 10:2045 336 横山 敦史 ヨコヤマ アツシ 神奈川県

1:12:46 10:5746 296 小暮 智和 コグレ トモカズ リンフィニート 埼玉県

1:12:46 10:5747 551 箕浦 良治 ミノウラ ヨシハル チームクソムシ 新潟県

1:12:54 11:0548 512 千葉 直彦 チバ ナオヒコ 群馬県

1:13:01 11:1249 682 白鳥　信介 シラトリ　シンスケ 愛知県

1:13:04 11:1550 594 柴木 史行 シバキ フミユキ 群馬県

1:13:59 12:1051 1012 小沢　輝忠 オザワ　テルタダ 屁風ACT 茨城県

1:14:36 12:4752 402 近藤 豪 コンドウ タケシ 晴嵐 埼玉県

1:14:38 12:4953 507 大橋 興 オオハシ コウ 東京都

1:14:41 12:5254 1174 川嶌 和明 カワシマ カズアキ ナマズプラス 埼玉県

1:15:06 13:1755 378 神谷 博之 カミヤ ヒロユキ 群馬県

1:15:22 13:3356 448 石澤　佳昌 イシザワ　ヨシマサ 群馬県

1:15:38 13:4957 651 多田 浩敏 タダ ヒロトシ チャリんぽＲＴ 埼玉県

1:16:03 14:1458 1543 池浦 浩彦 イケウラ ヒロヒコ グランペール 長野県

1:16:07 14:1859 548 石田 修一 イシダ シュウイチ ９９ＲＩＤＥＲ 千葉県

1:16:22 14:3360 217 横山 純 ヨコヤマ ジュン ＮＯＫＹＳ 埼玉県

1:16:36 14:4761 229 富澤 伸行 トミザワ ノブユキ 群馬葱軍団 群馬県

1:16:36 14:4762 622 佐野 隆 サノ タカシ 千葉県

1:16:36 14:4763 456 吉原　圭二 ヨシハラ　ケイジ ケルビムRT 東京都

1:16:37 14:4864 608 福島 康行 フクシマ ヤスユキ 福島自転車店 埼玉県

1:16:52 15:0365 737 吉村 武司 ヨシムラ タケシ ＲＲ＆雑兵 神奈川県

1:16:55 15:0666 550 永森 武志 ナガモリ タケシ チームミツイキ 東京都

1:16:56 15:0767 747 土屋 雄裕 ツチヤ タケヒロ 東京都

1:17:02 15:1368 575 奥村 郁夫 オクムラ イクオ 群馬県

1:17:03 15:1469 810 奈良瀬 勝弘 ナラセ カツヒロ 埼玉県

1:17:12 15:2370 704 飯野 弘人 イイノ ヒロヒト またんごＣＴ 神奈川県

1:17:17 15:2871 1052 野村 健治 ノムラ ケンジ 群馬県

1:17:18 15:2972 654 栗田 大輝 クリタ ダイキ ＧＲＯＯＶＹ 群馬県

1:17:32 15:4373 1001 小田原　毅 オダワラ　ツヨシ 新潟県

1:17:38 15:4974 530 石川 修 イシカワ オサム ＭＡＴＴＩＮＯ 東京都

1:17:49 16:0075 665 金子 利幸 カネコ トシユキ 群馬県

1:18:01 16:1276 827 安部 秀和 アベ ヒデカズ やるで～ 栃木県

1:18:02 16:1377 711 佐藤 哲也 サトウ テツヤ 東京都

1:18:22 16:3378 627 高田 誠 タカダ マコト ＧＷＣＣ 群馬県

1:18:27 16:3879 1696 新井 正則 アライ マサノリ 埼玉県

1:18:27 16:3880 1916 生田目 恵 ナマタメ メグミ 栃木県

1:18:34 16:4581 644 土屋 太蔵 ツチヤ タイゾウ はやし 東京都

1:18:39 16:5082 720 伊藤 隆博 イトウ タカヒロ 埼玉県

1:18:48 16:5983 887 岩渕 史剛 イワブチ フミタケ ＧＷＣＣ 群馬県

1:18:49 17:0084 740 相川 道 アイカワ トオル 群馬県

1:18:58 17:0985 844 関矢 智彦 セキヤ トモヒコ 群馬県

1:19:02 17:1386 1481 石田 卓哉 イシダ タクヤ チームしげさん 東京都

1:19:11 17:2287 2579 吉田 慎也 ヨシダ シンヤ 群馬県

1:19:16 17:2788 536 菊地 健史 キクチ タケシ 板サカ 東京都
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1:19:16 17:2789 585 中村 能亮 ナカムラ ヨシスケ 東京都

1:19:21 17:3290 935 木村 公人 キムラ キミヒト ウマシカ珍走團 群馬県

1:19:50 18:0191 372 田中 克一 タナカ マサカズ ＣＯＷ 群馬県

1:19:51 18:0292 380 金澤 啓司 カナザワ ケイジ チームハルヒル 群馬県

1:20:02 18:1393 1423 佐藤 浩行 サトウ ヒロユキ 群馬県

1:20:02 18:1394 1615 橋場 正 ハシバ タダシ ＧＲＢＣ 群馬県

1:20:04 18:1595 1053 霜田 正則 シモダ マサノリ 群馬県

1:20:23 18:3496 549 細田 将志 ホソダ マサシ ＶＡＸエルクラ 埼玉県

1:20:30 18:4197 529 戸田 祐介 トダ ユウスケ 神奈川県

1:20:33 18:4498 3470 黃達偉 Huan/Da-Wei

1:20:36 18:4799 960 桑原 徹 クワバラ トオル 多摩定自転車部 東京都

1:20:39 18:50100 626 野口 悟 ノグチ サトル 埼玉県

1:20:40 18:51101 3441 猪野　学

1:20:52 19:03102 1327 斎藤 孝弘 サイトウ タカヒロ グローバリー 新潟県

1:21:15 19:26103 886 山津 基樹 ヤマツ モトキ 群馬県

1:21:38 19:49104 591 竹田 利之 タケダ トシユキ 群馬県

1:21:38 19:49105 906 宮川 奨 ミヤカワ ススム 群馬県

1:21:45 19:56106 834 齊藤 信浩 サイトウ ノブヒロ 南部営業所 埼玉県

1:21:45 19:56107 609 山田 哲也 ヤマダ テツヤ 群馬県

1:21:50 20:01108 1107 渡辺 栄司 ワタナベ エイジ 群馬県

1:21:53 20:04109 1332 松田 勝男 マツダ カツオ 茨城県

1:21:56 20:07110 1329 羽部 広之 ハブ ヒロユキ 左岸会 千葉県

1:22:17 20:28111 845 桑垣 善信 クワガキ ヨシノブ 千葉県

1:22:25 20:36112 823 牧原 茂樹 マキハラ シゲキ 東京都

1:22:28 20:39113 882 廣橋 英樹 ヒロハシ ヒデキ グランデパール 群馬県

1:22:44 20:55114 732 中内 久士 ナカウチ ヒサシ 埼玉県

1:22:49 21:00115 1242 今泉 豊 イマイズミ ユタカ 群馬県

1:22:52 21:03116 658 権蛇 明 ゴンジャ アキラ 群馬県

1:23:01 21:12117 379 大藤 将人 オオフジ マサト ファーストバイ 群馬県

1:23:13 21:24118 3187 植野 渉 ウエノ ワタル 下野市役所 栃木県

1:23:18 21:29119 733 五十嵐 俊行 イガラシ トシユキ 群馬県

1:23:20 21:31120 876 小林 信一 コバヤシ シンイチ たんばら～ 群馬県

1:23:21 21:32121 642 本多 英春 ホンダ ヒデハル 東京都

1:23:21 21:32122 1645 一場 康徳 イチバ ヤスノリ 上毛レーシング 群馬県

1:23:22 21:33123 1799 井上　孝司 イノウエ　コウジ 群馬県

1:23:24 21:35124 1695 岡田 嘉明 オカダ ヨシアキ 群馬県

1:23:51 22:02125 1744 那須 陽洋 ナス アキヒロ 埼玉県

1:23:52 22:03126 1029 尾藤 貴之 ビトウ タカユキ ＴＺＥ 神奈川県

1:24:04 22:15127 1171 川崎 修一 カワサキ シュウイチ 東京都

1:24:11 22:22128 333 尾木 望 オギ ノゾム ＲｉｎｚＴＫ 東京都

1:24:13 22:24129 1694 岩田 智則 イワタ トモノリ ユーノス 埼玉県

1:24:22 22:33130 1067 山本 哲久 ヤマモト テツヒサ ミラーサイクル 栃木県

1:24:44 22:55131 1500 石川 智一 イシカワ トモカズ 疾風 群馬県

1:24:46 22:57132 1626 木村 克尚 キムラ カツヒサ グランデパール 群馬県
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1:25:00 23:11133 1265 国竹 泰夫 クニタケ ヤスオ クールスラスト 東京都

1:25:06 23:17134 1031 福馬 哲也 フクマ テツヤ 神奈川県

1:25:10 23:21135 849 清水 賢次 シミズ ケンジ 群馬県

1:25:17 23:28136 2258 伊藤　春一 イトウ　シュンイチ 東京都

1:25:28 23:39137 182 今井 裕介 イマイ ユウスケ ＢＳＮ 群馬県

1:25:32 23:43138 1086 竹内 佳之 タケウチ ヨシユキ エムクル 群馬県

1:25:46 23:57139 1948 今井　優輝 イマイ　ユウキ 千葉県

1:25:51 24:02140 1305 岡部 泰久 オカベ ヤスヒサ ＥＬＭ 群馬県

1:25:51 24:02141 2974 小山田 優 オヤマダ マサル ＣＡＣチームＭ 千葉県

1:25:59 24:10142 3274 岡田 隆志 オカダ タカシ ＭＳＳ 茨城県

1:26:02 24:13143 2157 山岸 克之 ヤマギシ カツユキ 群馬県

1:26:12 24:23144 1082 小山 裕幸 コヤマ ヒロユキ 谷和原ＳＣＡ 茨城県

1:26:28 24:39145 3200 不藤 基樹 フトウ モトキ 東京都

1:26:33 24:44146 583 角田 拓郎 ツノダ タクロウ ｔｅａｍＴＯＲ 東京都

1:26:42 24:53147 1213 山田 和成 ヤマダ カズナリ 神奈川県

1:26:43 24:54148 3464 高世軒 KAO/SHIHHSUAN

1:26:43 24:54149 1473 岩崎 英樹 イワサキ ヒデキ 東京測器研究所 群馬県

1:26:44 24:55150 1634 二階堂 賢 ニカイドウ ケン 群馬県

1:26:50 25:01151 1083 中井 智明 ナカイ トモアキ ＧＲＴ 群馬県

1:26:56 25:07152 2006 鈴木 勝己 スズキ カツミ 埼玉県

1:27:09 25:20153 1239 浦野 正明 ウラノ マサアキ 群馬県

1:27:16 25:27154 1315 青木 稔 アオキ ミノル 埼玉県

1:27:18 25:29155 1839 村木 陽一 ムラキ ヨウイチ 東京都

1:27:34 25:45156 785 堀井 達也 ホリイ タツヤ 福島県

1:27:39 25:50157 351 山口 宏之 ヤマグチ ヒロユキ ＣＯＷ 群馬県

1:27:45 25:56158 1848 柴田 真寿男 シバタ マスオ 群馬県

1:27:45 25:56159 1793 渡辺　義之 ワタナベ　ヨシユキ 新潟県

1:28:01 26:12160 851 三宅 大輔 ミヤケ ダイスケ トコサイ倶楽部 東京都

1:28:03 26:14161 1144 池亀 俊 イケガメ シュン Ｃマーモット 千葉県

1:28:05 26:16162 2398 横須賀 恒夫 ヨコスカ ヨシオ 埼玉県

1:28:16 26:27163 1762 石橋　彰 イシバシ　アキラ BSN RAVEN 群馬県

1:28:17 26:28164 788 塩野 裕 シオノ ユタカ オレタチ 群馬県

1:28:23 26:34165 2936 荒川 裕之 アラカワ ヒロユキ 栃木県

1:28:30 26:41166 2481 浜名 政行 ハマナ マサユキ 群馬県

1:28:36 26:47167 1159 新井 良平 アライ リョウヘイ ＴＣＣ 東京都

1:28:37 26:48168 677 中村　大介 ナカムラ　ダイスケ GROOVY 群馬県

1:28:40 26:51169 1769 渡部　博之 ワタナベ　ヒロユキ 貧脚組 埼玉県

1:29:05 27:16170 1411 塚越 友和 ツカゴシ トモカズ ＴＣＭ 群馬県

1:29:05 27:16171 388 鮫島 梓 サメシマ アヅサ Ｄ．Ｃ．Ｃ 神奈川県

1:29:15 27:26172 1514 木村 和也 キムラ カズヤ ＴＲＩＤＥ 群馬県

1:29:19 27:30173 538 中澤 壮理 ナカザワ マサミチ 千葉県

1:29:20 27:31174 1754 大石 剛 オオイシ ツヨシ 群馬県

1:29:32 27:43175 2221 伊東 謙介 イトウ ケンスケ 埼玉県

1:29:36 27:47176 1808 高橋　澄 タカハシ　キヨシ フレッシュ 群馬県
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1:29:36 27:47177 620 小池 俊輔 コイケ シュンスケ みどり市市役所 群馬県

1:29:52 28:03178 1608 亀井 弥 カメイ ワタル 群馬県

1:30:01 28:12179 2161 小堀 直哉 コボリ ナオヤ 群馬県

1:30:07 28:18180 2187 兵頭 聡 ヒョウドウ サトシ 埼玉県

1:30:12 28:23181 1070 山崎 正洋 ヤマザキ マサヒロ サリタロッサ 東京都

1:30:12 28:23182 2744 鈴木 誠一 スズキ セイイチ 東京都

1:30:36 28:47183 1832 小松 広和 コマツ ヒロカズ ＯＴＣＣ 群馬県

1:30:47 28:58184 1922 山下 弘明 ヤマシタ ヒロアキ なるしま 東京都

1:30:53 29:04185 1323 西村 宇京 ニシムラ ウキョウ 埼玉県

1:30:57 29:08186 1578 荒木 貴俊 アラキ タカトシ 群馬県

1:30:58 29:09187 2248 湯本　浩望 ユモト　ヒロミ 群馬県

1:31:01 29:12188 2754 田沢 恭彦 タザワ ヤスヒコ 群馬県

1:31:03 29:14189 2160 森本 裕司 モリモト ユウジ 埼玉県

1:31:09 29:20190 1960 関口 信道 セキグチ ノブミチ 群馬県

1:31:11 29:22191 1909 大見川 善則 オオミカワ ヨシノリ ノロッサ 東京都

1:31:26 29:37192 2673 大久保　潤一 オオクボ　ジュンイチ Accelerando 埼玉県

1:31:26 29:37193 2021 ローリー イアン ローリー イアン 東京都

1:31:26 29:37194 2170 柴崎 敏也 シバサキ トシヤ 群馬県

1:31:32 29:43195 2229 高橋 俊二 タカハシ シュンジ エナジー 群馬県

1:31:37 29:48196 1713 服部 友保 ハットリ トモヤス 群馬県

1:31:46 29:57197 2309 黒澤 武広 クロサワ タケヒロ サムライズ 東京都

1:31:52 30:03198 1717 高橋 祐介 タカハシ ユウスケ ０８３１ 埼玉県

1:32:07 30:18199 1195 前田　瑞樹 マエダ　ミズキ 群馬県

1:32:29 30:40200 3130 栗田 一孝 クリタ カズナリ 埼玉県

1:32:35 30:46201 853 石渡 哲朗 イシワタ テツロウ 千葉県

1:32:40 30:51202 899 松橋 正人 マツハシ マサト 東京都

1:32:47 30:58203 2043 齋藤 洋一郎 サイトウ ヨウイチロウ 群馬県

1:32:49 31:00204 1434 神保 豪 ジンボ ゴウ グランデパール 群馬県

1:32:58 31:09205 1254 篠原 恵一 シノハラ ケイイチ 群馬県

1:33:04 31:15206 690 住谷　穣 スミヤ　ユタカ ホワイツ 東京都

1:33:09 31:20207 1023 天野 崇 アマノ タカシ βエンドルフィ 群馬県

1:33:12 31:23208 2091 今井 幸範 イマイ ユキノリ 群馬県

1:33:18 31:29209 1454 佐竹 実 サタケ ミノル 神奈川県

1:33:22 31:33210 2100 篠崎 健一 シノザキ ケンイチ ぐるぺっと 茨城県

1:33:29 31:40211 2064 広沢 勉 ヒロサワ ツトム リンフィニート 群馬県

1:33:36 31:47212 1565 廣澤 聡 ヒロサワ サトシ 輪友会 群馬県

1:34:00 32:11213 1013 鈴木　英紀 スズキ　ヒデノリ JR高崎 埼玉県

1:34:02 32:13214 790 小内 則男 オナイ ノリオ ベアリスＲＣ 埼玉県

1:34:02 32:13215 1459 渡辺 学 ワタナベ マナブ 千葉県

1:34:07 32:18216 1421 仲村 裕二 ナカムラ ユウジ Ｔｅａｍ９０８ 茨城県

1:34:11 32:22217 1540 石倉 正稔 イシクラ マサトシ 群馬県

1:34:13 32:24218 3302 小林 初郎 コバヤシ ハツオ 上毛レーシング 群馬県

1:34:27 32:38219 1732 平井 健 ヒライ ケン 千葉県

1:34:37 32:48220 2004 山崎 秀巳 ヤマザキ ヒデミ ドラゴンチーム 埼玉県
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1:34:40 32:51221 826 森田 隆太郎 モリタ リュウタロウ 東京都

1:34:44 32:55222 1230 三浦 将之 ミウラ マサユキ 千葉県

1:35:01 33:12223 2076 金田 修一 カネダ シュウイチ 東京都

1:35:02 33:13224 2147 立川 雅樹 タチカワ マサキ 群馬県

1:35:13 33:24225 1946 松崎　章 マツザキ　アキラ 東京都

1:35:26 33:37226 570 新井 康希 アライ ヤスキ グルービー 群馬県

1:35:33 33:44227 1878 天野 光司 アマノ コウジ てくてく 埼玉県

1:35:37 33:48228 1709 金田 春彦 カネダ ハルヒコ 群馬県

1:35:38 33:49229 2587 花田 圭介 ハナダ ケイスケ 群馬県

1:35:40 33:51230 1430 籾山 宏隆 モミヤマ ヒロタカ コガックス 群馬県

1:35:45 33:56231 745 宗像 道大 ムナカタ ミチヒロ 坂どこ 東京都

1:35:46 33:57232 885 原田 良太 ハラダ リョウタ ＴＨＣＲ 神奈川県

1:35:49 34:00233 2178 北爪 範之 キタヅメ ノリユキ オレタチ 群馬県

1:35:58 34:09234 758 永井 重之 ナガイ シゲユキ リベルタス 栃木県

1:36:01 34:12235 1932 野口 亮太 ノグチ リョウタ ３ｋ 群馬県

1:36:13 34:24236 2201 金井 久光 カナイ ヒサミツ 群馬県

1:36:21 34:32237 3122 松下 和也 マツシタ カズヤ イエロキャット 群馬県

1:36:22 34:33238 3400 阿佐見 勝 アザミ マサル 群馬県

1:36:27 34:38239 2040 高草木 豊 タカクサギ ユタカ チーム梅さん 群馬県

1:36:34 34:45240 2058 中島 洋幸 ナカジマ ヒロユキ 神奈川県

1:36:42 34:53241 3283 森鳰 哲吏 モリニブ サトシ 西片ペダル 群馬県

1:36:42 34:53242 2557 原口 智弥 ハラグチ トモヤ 思高建設 群馬県

1:36:47 34:58243 2998 近藤 真 コンドウ マコト チームイツノミ 群馬県

1:36:52 35:03244 2108 古山 善英 フルヤマ ヨシヒデ 上毛レーシング 群馬県

1:36:52 35:03245 3311 星野 淳一 ホシノ ジュンイチ 群馬県

1:37:00 35:11246 2369 森田 秀樹 モリタ ヒデキ 群馬県

1:37:02 35:13247 1673 神山 登志幸 カミヤマ トシユキ 日立ＡＭＳ 群馬県

1:37:04 35:15248 2427 谷口 駿介 タニグチ シュンスケ マイクロポート 東京都

1:37:13 35:24249 2312 赤石 明仁 アカイシ アキヒト 赤石サイクル 群馬県

1:37:16 35:27250 2246 大澤　剛 オオサワ　ツヨシ G.R.B.C 群馬県

1:37:19 35:30251 2903 大録 一賀 オオロク カズヨシ 千葉県

1:37:19 35:30252 2286 岩倉　亮 イワクラ　リョウ 群馬県

1:37:20 35:31253 2202 小澤 智 オザワ サトシ ＧＲＢＣ 群馬県

1:37:20 35:31254 1978 小林 史明 コバヤシ フミアキ 桐生走ろう会 栃木県

1:37:32 35:43255 2909 六本木 友和 ロッポンギ トモカズ チームイツノミ 群馬県

1:37:40 35:51256 2428 中島 一成 ナカジマ カズシゲ 東京カフェ 東京都

1:37:40 35:51257 2467 青木　泰則 アオキ　ヤスノリ カローラ高崎 群馬県

1:37:42 35:53258 2226 野村 真之 ノムラ マサユキ 群馬県

1:37:54 36:05259 2127 川田 政 カワダ マサシ フレーチャ 東京都

1:38:17 36:28260 1470 根岸 芳夫 ネギシ ヨシオ チーム深谷 群馬県

1:38:19 36:30261 2677 髙林　夏彦 タカバヤシ　ナツヒコ 群馬県

1:38:20 36:31262 1672 前原 克利 マエハラ カツトシ ＧＵＮＫＥＮＲ 群馬県

1:38:33 36:44263 1559 麻生 裕介 アソウ ユウスケ チームシンセキ 群馬県

1:38:34 36:45264 2200 大野 暁 オオノ アキラ 埼玉県
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1:39:01 37:12265 2624 大嶋 正直 オオシマ マサナオ 群馬県

1:39:23 37:34266 2551 曽根 和大 ソネ カズヒロ 群馬県

1:39:25 37:36267 1446 荒川 圭司 アラカワ ケイジ 群馬県

1:39:30 37:41268 3331 安藤　丈弘 アンドウ　タケヒロ 東京都

1:39:34 37:45269 2290 小山 圭一 コヤマ ケイイチ 群馬県

1:39:38 37:49270 1669 小林 雅樹 コバヤシ マサキ チーム勝 群馬県

1:39:49 38:00271 434 長島 和広 ナガシマ カズヒロ 埼玉県

1:39:50 38:01272 965 熊崎 忠 クマザキ タダシ 東京都

1:39:58 38:09273 1809 田中　雅樹 タナカ　マサキ 東京都

1:40:00 38:11274 1364 大沢 貴志 オオサワ タカシ 群馬県

1:40:02 38:13275 1657 石井 猛智 イシイ タケトモ ＴＣＣ 東京都

1:40:10 38:21276 2810 深澤 崇一 フカサワ シュウイチ ＣＯＭＶＥＸ 群馬県

1:40:11 38:22277 1561 大橋 哲也 オオハシ テツヤ 群馬県

1:40:13 38:24278 4051 櫻井 和弘 サクライ カズヒロ 群馬県

1:40:18 38:29279 908 高橋 徹 タカハシ トオル 群馬県

1:40:21 38:32280 1183 岩井　啓人 イワイ　ヒロト ERBRECHEN　TA 千葉県

1:40:24 38:35281 2622 下境 剛 シモサカイ タケシ 下田工業 群馬県

1:40:55 39:06282 1901 栗原 正樹 クリハラ マサキ 群馬県

1:41:01 39:12283 2377 星野 和昭 ホシノ カズアキ 千葉県

1:41:05 39:16284 1921 土屋 陽一 ツチヤ ヨウイチ ファーストバイ 埼玉県

1:41:26 39:37285 2592 松本 孝幸 マツモト タカユキ 群馬県

1:41:33 39:44286 1488 後藤 清 ゴトウ キヨシ トライドバイシ 群馬県

1:41:34 39:45287 1560 岡村 淳一 オカムラ ジュンイチ 群馬県

1:41:41 39:52288 2877 金子 卓司 カネコ タクジ 神奈川県

1:41:42 39:53289 2494 野村 昌輝 ノムラ マサキ ＳＮ倶楽部１人 群馬県

1:42:03 40:14290 1493 宮田 洋平 ミヤタ ヨウヘイ しんせき 群馬県

1:42:09 40:20291 3473 李長益 LEE/CHANG-YI

1:42:09 40:20292 2280 井上 貴広 イノウエ タカヒロ 山登魂 埼玉県

1:42:16 40:27293 1865 正木 一之 マサキ カズユキ 群馬県

1:42:17 40:28294 2734 一瀬 正樹 イチノセ マサキ 埼玉県

1:42:43 40:54295 1386 四元 秀一 ヨツモト ヨシカズ チームバーニア 東京都

1:42:45 40:56296 2289 阿部 貴史 アベ タカシ チームＢＳＮ 群馬県

1:43:02 41:13297 2145 北田 正樹 キタダ マサキ 夜走る人たち 群馬県

1:43:18 41:29298 2195 寺内 勝彦 テラウチ カツヒコ 前橋市教委 群馬県

1:43:19 41:30299 1652 新井 寛 アライ ヒロシ ＳＵＷＯＲＸ 群馬県

1:43:51 42:02300 2102 登坂 博 トサカ ヒロシ 群馬県

1:44:03 42:14301 1246 清水 正人 シミズ マサヒト 群馬県

1:44:04 42:15302 2496 萩原 長夫 ハギワラ オサオ 協和補償コンサ 群馬県

1:44:05 42:16303 2326 吉田 卓生 ヨシダ タクオ 神奈川県

1:44:11 42:22304 1438 齊藤 義文 サイトウ ヨシブミ 埼玉県

1:44:31 42:42305 2666 岩佐　美徳 イワサ　ヨシノリ 群馬県

1:44:36 42:47306 2085 武之内 徹 タケノウチ トオル 神奈川県

1:44:52 43:03307 2708 阿久津 晃 アクツ アキラ ｉｋｄ 群馬県

1:44:59 43:10308 1613 荒川 和久 アラカワ カズヒサ 群馬県
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1:45:30 43:41309 1465 荒井 信一 アライ シンイチ 群馬県

1:45:32 43:43310 1977 高橋 裕紀 タカハシ ヒロノリ （株）まるだい 群馬県

1:47:01 45:12311 3455 新田 康仁 ニッタ　ヤスヒト カニさんフレンド 静岡県

1:47:02 45:13312 3462 中村 裕 ナカムラ　ユタカ 「てくにか」自転車 埼玉県

1:47:07 45:18313 1422 根本 功一 ネモト コウイチ 東京都

1:47:23 45:34314 3371 眞野 清 マノ キヨシ 群馬県

1:47:23 45:34315 1895 大橋 恭一 オオハシ キョウイチ ＲＣ　ＨＯＢＯ 栃木県

1:47:26 45:37316 1736 苅部 直人 カリベ ナオト ＯＲＡチャリ部 群馬県

1:47:35 45:46317 1482 根岸 晃 ネギシ コウ ジーシーシー 群馬県

1:47:49 46:00318 3081 眞塩　匡哉 マシオ　マサヤ 群馬県

1:47:53 46:04319 3354 松元 寛 マツモト ヒロシ 群馬県

1:48:04 46:15320 2572 北川 祥司 キタガワ ショウジ 群馬県

1:48:05 46:16321 975 村田　一久 ムラタ　カズヒサ 東京都

1:48:09 46:20322 2633 悴田 雄己 カセダ ユウキ 群馬県

1:48:29 46:40323 2722 工藤 貴士 クドウ タカシ 埼玉県

1:48:33 46:44324 1676 飯塚 啓司 イイヅカ ケイジ 群馬県

1:48:49 47:00325 2589 奥山 治 オクヤマ オサム ＰＥＣ 群馬県

1:49:07 47:18326 2723 今井 利樹 イマイ トシキ 群馬県

1:49:08 47:19327 2167 安斉 祐二 アンザイ ユウジ 群馬県

1:49:13 47:24328 2018 尾花 修一 オバナ シュウイチ 群馬県

1:49:33 47:44329 2891 八月朔日 健一 ホオズミ ケンイチ ＧＳＦＷＳ 群馬県

1:49:40 47:51330 3289 藤本 一彦 フジモト カズヒコ 群馬県

1:50:01 48:12331 1963 三村 健一 ミムラ ケンイチ 埼玉県

1:50:05 48:16332 1354 檀原 真広 ダンバラ マサヒロ 群馬県

1:50:10 48:21333 2179 中森 鋭司郎 ナカモリ エイシロウ 埼玉県

1:50:16 48:27334 2617 田中 栄樹 タナカ エイジ 東京都

1:50:33 48:44335 1856 田島 直哉 タジマ ナオヤ 群馬県

1:50:35 48:46336 1152 関口 和樹 セキグチ カズキ シンセキ 埼玉県

1:50:35 48:46337 1914 野澤 陽一郎 ノザワ ヨウイチロウ しんせき 群馬県

1:50:37 48:48338 1385 齋藤 規朋 サイトウ ノリトモ サタアリ 福島県

1:50:50 49:01339 1880 斉藤 和也 サイトウ カズヤ 群馬県

1:51:42 49:53340 2761 山﨑 好古 ヤマサキ ヨシフル 群馬県

1:51:45 49:56341 3029 石井 克佳 イシイ カツヨシ 栃木県

1:51:47 49:58342 1302 山上 和寛 ヤマガミ カズヒロ 神奈川県

1:52:11 50:22343 2898 福島 明 フクシマ アキラ 埼玉県

1:52:26 50:37344 3042 佐伯 康男 サエキ ヤスオ 埼玉県

1:52:50 51:01345 2716 川田 明夫 カワタ アキオ 日立ＡＭＳ 群馬県

1:52:56 51:07346 3114 菅沼 圭介 スガヌマ ケイスケ チーム風輪 神奈川県

1:53:06 51:17347 2931 小和瀬 博 コワセ ヒロシ 群馬県

1:53:06 51:17348 2925 三浦 聡 ミウラ サトシ 東京都

1:53:07 51:18349 2053 都丸 勝成 トマル カツナリ 群馬県

1:53:08 51:19350 3453 山田　学 ヤマダ　マナブ チームウルトラ 東京都

1:53:49 52:00351 2382 廣瀬 清慈 ヒロセ キヨシゲ 栃木県

1:54:28 52:39352 1574 松島 祐治 マツシマ ユウジ 松島ミート 埼玉県
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1:54:31 52:42353 3014 依田 勇夫 ヨダ ユウオ 群馬県

1:55:19 53:30354 2234 鍋島 友和 ナベシマ トモカズ 栃木県

1:56:16 54:27355 2517 内藤 頼光 ナイトウ ヨリミツ 埼玉県

1:56:41 54:52356 2521 西田 剛市 ニシダ コウイチ ＯＴＴＯ 埼玉県

1:56:43 54:54357 3046 新井　賢一 アライ　ケンイチ 群馬県

1:56:49 55:00358 2325 津野 哲平 ツノ テッペイ 東京都

1:56:49 55:00359 1592 粟野 哲史 アワノ サトシ ちゃり蔵 茨城県

1:57:18 55:29360 3112 山田　聖之 ヤマダ　マサユキ 栃木県

1:57:40 55:51361 2256 水上　大助 ミズカミ　ダイスケ 埼玉県

1:58:10 56:21362 2919 矢島 大輔 ヤジマ ダイスケ 群馬県

1:58:13 56:24363 3169 鈴木 智司 スズキ サトシ 小松軍団 埼玉県

1:58:46 56:57364 1555 中島 康仁 ナカジマ ヤスヒト 群馬県

1:58:48 56:59365 3467 陳成璽 Chen/Chenshi

1:58:49 57:00366 2863 長谷部 英一 ハセベ エイイチ 群馬県

1:59:03 57:14367 3056 茂木　淳 モギ　ジュン 群馬県

1:59:03 57:14368 3000 平良 文康 タイラ フミヤス 群馬県

1:59:18 57:29369 2868 杉田 圭一郎 スギタ ケイイチロウ 埼玉県

1:59:22 57:33370 2847 渡辺 亨 ワタナベ トオル １００６ 群馬県

1:59:50 58:01371 2426 本多 裕之 ホンダ ヒロユキ オレタチ 群馬県

2:00:24 58:35372 3096 植松 治郎 ウエマツ ジロウ 群馬県

2:00:31 58:42373 2014 松浦 夏輝 マツウラ ナツキ 群馬県

2:00:41 58:52374 3133 斉藤 昇幸 サイトウ ノブユキ 群馬県

2:01:06 59:17375 2491 千村 康 チムラ ヤスシ 群馬県

2:01:15 59:26376 2685 小林 義明 コバヤシ ヨシアキ 智絵里と頑張る 埼玉県

2:01:16 59:27377 3356 山口 直樹 ヤマグチ ナオキ 東京都

2:01:21 59:32378 2273 笠置　秀紀 カサギ　ヒデノリ 東京都

2:01:22 59:33379 2973 近藤 潤 コンドウ ジュン 神奈川県

2:02:02 60:13380 3008 石井 大思 イシイ ヒロシ ヴァレオ 群馬県

2:02:12 60:23381 2603 高畑 高 タカハタ タカシ 神奈川県

2:02:15 60:26382 2017 松田 憲史 マツダ ノリヒト 群馬県

2:02:36 60:47383 2363 小暮 正太郎 コグレ ショウタロウ 東京都

2:02:46 60:57384 3141 飯野　昌弘 イイノ　マサヒロ 群馬県

2:02:50 61:01385 2065 阿部 智夫 アベ トシオ 東京都

2:03:04 61:15386 3179 佐藤 章靖 サトウ アキヤス 長野県

2:03:25 61:36387 2860 清水 進也 シミズ シンヤ はるホル 群馬県

2:03:41 61:52388 1568 田中 吉則 タナカ ヨシノリ 埼玉県

2:03:59 62:10389 2259 橋本　良明 ハシモト　ヨシアキ 埼玉県

2:04:15 62:26390 2654 大前　竜弥 オオマエ　タツヤ チームはるホル 群馬県

2:04:16 62:27391 2686 伴場 照夫 バンバ テルオ 東京都

2:04:17 62:28392 3094 高松　史朗 タカマツ　シロウ 静岡県

2:05:18 63:29393 927 澤井 昭博 サワイ アキヒロ 群馬県

2:05:31 63:42394 1698 佐藤 哲康 サトウ テツヤス 川村女子大 東京都

2:05:38 63:49395 2662 中山　幸雄 ナカヤマ　サチオ 群馬県

2:05:44 63:55396 2383 佐藤 活嗣 サトウ カツシ コスモスケア 宮城県
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2:05:50 64:01397 3343 星野 忠義 ホシノ タダヨシ 群馬県

2:06:03 64:14398 595 鈴木 広邦 スズキ ヒロクニ ＧＲＯＯＶＹ 群馬県

2:06:06 64:17399 2436 関口 紘史 セキグチ ヒロシ 埼玉県

2:06:49 65:00400 2106 薩佐 和典 サツサ カズノリ 聖グロリアーナ 茨城県

2:07:16 65:27401 2039 宮前 大悟 ミヤマエ ダイゴ 前橋ラヂエター 群馬県

2:07:39 65:50402 1392 大城 呂介 オオシロ トモユキ 輪友会 群馬県

2:07:56 66:07403 2797 角田 憲明 ツノダ ノリアキ Ａｏｍｉ 東京都

2:08:18 66:29404 3251 塩澤 東介 シオザワ トウスケ 千葉県

2:08:36 66:47405 2911 阪井 健司 サカイ ケンシ ＴＣＣ 東京都

2:08:42 66:53406 2739 小林 洋介 コバヤシ ヨウスケ うた 埼玉県

2:08:53 67:04407 3053 山口　守 ヤマグチ　マモル 群馬県

2:09:00 67:11408 2342 森 滋昭 モリ シゲアキ 群馬県

2:09:21 67:32409 2732 湯田 宗睦 ユダ ムネチカ 長野県

2:10:28 68:39410 2883 杉原 努 スギハラ ツトム 群馬県

2:10:33 68:44411 1899 武居 秀憲 タケイ ヒデノリ あゆみ 群馬県

2:10:57 69:08412 3240 中野　高顕 ナカノ　タカアキ ナノード 東京都

2:11:05 69:16413 1781 北森　智也 キタモリ　トモヤ 群馬県

2:11:39 69:50414 1897 植木 利宏 ウエキ トシヒロ ＲＣ　ＨＯＢＯ 栃木県

2:11:54 70:05415 2757 富澤 伸一 トミザワ シンイチ 群馬県

2:12:04 70:15416 2133 松島 利幸 マツシマ トシユキ 松島ミート株 埼玉県

2:13:18 71:29417 3362 山本 浩之 ヤマモト ヒロユキ ＴＲＩＤＥ 群馬県

2:14:26 72:37418 2674 林　雄次 ハヤシ　ユウジ FBCA 茨城県

2:17:11 75:22419 2483 臼田 裕次 ウスダ ユウジ 群馬県

2:18:07 76:18420 3303 中山 隆 ナカヤマ タカシ 群馬県

2:18:08 76:19421 3206 馬原 悦郎 マハラ エツロウ 群馬県

2:18:11 76:22422 3193 石井 壮太郎 イシイ ソウタロウ あかぎ自転車部 群馬県

2:19:38 77:49423 2661 川上　孝彦 カワカミ　タカヒコ 群馬県

2:20:48 78:59424 3326 田島　結城 タジマ　ユウキ 群馬県

2:20:59 79:10425 3310 野口 博一 ノグチ ヒロカズ 栃木県

2:21:04 79:15426 3220 飯島 英明 イイジマ ヒデアキ 群馬県

2:21:44 79:55427 3182 星野 賢一 ホシノ ケンイチ 群馬自転車部 群馬県

2:23:06 81:17428 3365 斉藤　琢磨 サイトウ　タクマ チャリビーンズ 東京都

2:23:26 81:37429 3211 小坂井　利徳 コザカイ　トシノリ 新潟県

2:23:46 81:57430 488 平澤 壽信 ヒラサワ トシノブ ＴＲＣパナマ 群馬県

2:23:51 82:02431 2759 上村 紀彦 カミムラ ノリヒコ 群馬県

2:24:24 82:35432 3471 卓東平 CHO/TUNG-PING

2:25:14 83:25433 2399 太田 義弘 オオタ ヨシヒロ 東京都

2:25:17 83:28434 3174 五十嵐 清隆 イガラシ キヨタカ 日立ＡＭＳ 群馬県

2:26:18 84:29435 3171 佐藤 正憲 サトウ マサノリ 神奈川県

2:26:37 84:48436 2116 床井 俊文 トコイ トシフミ みんくる深川 東京都

2:26:39 84:50437 3358 深井 誠 フカイ マコト 島田工業 群馬県

2:28:24 86:35438 3316 福原 慎司 フクハラ シンジ 福原 群馬県

2:28:57 87:08439 2920 黒澤 弘靖 クロサワ ヒロノブ 群馬県

2:29:09 87:20440 3222 小島 直聡 コジマ ナオサト 群馬県
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2:29:27 87:38441 2385 古宮 元文 コミヤ モトフミ 東京都

2:30:27 88:38442 3058 熊田　滋 クマダ　シゲル GE　PREDIX 群馬県

2:31:10 89:21443 2975 今泉 哲也 イマイズミ テツヤ 群馬日野自動車 群馬県

2:34:02 92:13444 1541 鈴木 康武 スズキ ヤスタケ 世田谷スカイ 東京都

2:35:37 93:48445 2227 竹内 誠 タケウチ マコト 群馬県

2:37:37 95:48446 2838 白井 康弘 シライ ヤスヒロ 群馬県

2:38:01 96:12447 3334 金井　良雄 カナイ　ヨシオ 群馬県

2:38:54 97:05448 3294 中西 利幸 ナカニシ トシユキ 群馬県

2:43:39 101:50449 3231 閑野 伸之 カンノ ノブユキ 赤石サイクル 群馬県

2:44:16 102:27450 2874 須永 嘉人 スナガ ヨシト 群馬県

2:44:21 102:32451 3219 塩川 俊輔 シオカワ シュンスケ 群馬県

2:44:40 102:51452 3232 麻生 憲弘 アソウ ノリヒロ 埼玉県

2:50:35 108:46453 2952 関口 健二 セキグチ ケンジ 株式会社佐鳥 群馬県

2:53:10 111:21454 2890 中島 秀規 ナカジマ ヒデキ 群馬県

2:57:24 115:35455 1586 三科 嘉一 ミシナ ヨシカズ 群馬県

2:58:37 116:48456 2984 鳥島 寛志 トリシマ ヒロシ 群馬県

2:59:30 117:41457 2098 大鷲 晃 オオワシ アキラ オヤジの会 群馬県

2:59:57 118:08458 2448 萩原 英樹 ハギワラ ヒデキ 群馬県

3:01:04 119:15459 2818 金井 文夫 カナイ フミオ 群馬県

3:01:46 119:57460 2636 牧野 健一 マキノ ケンイチ 群馬県

3:01:57 120:08461 2832 吉田 尊明 ヨシダ タカアキ 群馬県
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