
リザルト：一般男子Ｄ
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

1:03:08 0:001 181 高橋　信博 タカハシ　ノブヒロ ベルエキップ　し 宮城県

1:03:42 0:342 166 佐藤 正一 サトウ ショウイチ なるしま 埼玉県

1:04:12 1:043 185 高柳 伸也 タカヤナギ シンヤ βエンドルフィ 群馬県

1:04:15 1:074 352 田口 淳 タグチ アツシ 羽生ΗС 埼玉県

1:04:52 1:445 259 内田 剛 ウチダ ゴウ 愛知県

1:05:10 2:026 339 井口 昌彦 イグチ マサヒコ 東京都

1:05:35 2:277 269 新井 隆司 アライ タカシ 長野県

1:06:03 2:558 194 前川 善昭 マエカワ ヨシアキ 輪猿・ＰＴ 栃木県

1:06:07 2:599 310 加藤　孝一 カトウ　コウイチ 8823Racing 東京都

1:06:10 3:0210 280 釘宮 諭 クギミヤ サトシ 仙チャリ 埼玉県

1:06:13 3:0511 303 田村 正明 タムラ マサアキ 群馬県

1:06:17 3:0912 270 竹内 誠 タケウチ マコト ０８４山岳部 埼玉県

1:07:13 4:0513 365 塚本 淳 ツカモト アツシ ミマキ自転車部 長野県

1:07:43 4:3514 330 小沼 雅志 コヌマ マサシ 群馬県

1:08:24 5:1615 278 田原 孝 タハラ タカシ 玉江一区 東京都

1:08:56 5:4816 463 菊地　憲司 キクチ　ケンジ 東京都

1:08:58 5:5017 298 新見 哲也 ニイミ テツヤ ＥＲＴＡ 東京都

1:09:09 6:0118 276 山田 英勝 ヤマダ ヒデカツ ＣＯＷ 群馬県

1:09:14 6:0619 675 大塚 継介 オオツカ ケイスケ チームリオン 埼玉県

1:10:05 6:5720 630 寺島 淳一 テラジマ ジュンイチ リクシル 群馬県

1:10:06 6:5821 292 奈良 智昭 ナラ トモアキ 埼玉県

1:10:16 7:0822 616 嶋村 博昭 シマムラ ヒロアキ 群馬県

1:10:56 7:4823 206 小林　芳雄 コバヤシ　ヨシオ TETUJIN 群馬県

1:11:11 8:0324 467 鍋谷 由紀一 ナベヤ ユキカズ βエンドルフィ 群馬県

1:11:24 8:1625 603 白幡 弘 シラハタ ヒロシ 山形県

1:11:27 8:1926 345 邑中 力 ムラナカ ツトム ＣＯＷ 群馬県

1:11:27 8:1927 600 矢代 信之 ヤシロ ノブユキ 内房レーシング 千葉県

1:11:42 8:3428 491 斉藤 聡 サイトウ サトシ ファスバイ 群馬県

1:12:13 9:0529 381 黒葛原 俊一 ツヅラハラ シュンイチ ローデッド 東京都

1:12:15 9:0730 520 田中 潤 タナカ ジュン ルート６１０ 東京都

1:12:33 9:2531 337 新井 道徳 アライ ミチノリ オッティモ 群馬県

1:12:33 9:2532 852 首藤 健 シュドウ タケシ 群馬県

1:12:37 9:2933 650 矢代 昌之 ヤシロ マサユキ 内房レーシング 千葉県

1:12:44 9:3634 2675 國井　直也 クニイ　ナオヤ 茨城県

1:12:50 9:4235 350 瀬田 昌彦 セタ マサヒコ シャーク 埼玉県

1:12:54 9:4636 1028 山田 展人 ヤマダ ノブヒト ＯｎｅＷａｙ 群馬県

1:12:55 9:4737 919 池田 昇 イケダ ノボル トサカ塾 神奈川県

1:13:10 10:0238 320 嶋方 勝 シマカタ マサル ＯＴＣＣ 群馬県

1:13:33 10:2539 681 対馬　忠雅 ツシマ　タダマサ CKJ 埼玉県

1:13:35 10:2740 1604 遠藤 信悦 エンドウ シンエツ ショーワ 秋田県

1:14:10 11:0241 342 原田 潤 ハラダ ジュン 東京都

1:14:28 11:2042 421 平中 大介 ヒラナカ ダイスケ 神奈川県

1:14:30 11:2243 528 正山 旭 ショウヤマ アキラ 東京都

1:14:40 11:3244 929 龍川 諭 タツカワ サトシ 群馬県
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1:14:58 11:5045 710 石岡 昇 イシオカ ノボル 東京都

1:15:03 11:5546 317 今牧 親勇 イママキ チカオ ＯＬＳ 東京都

1:15:18 12:1047 1511 野上 千尋 ノガミ チヒロ クラブ６ 東京都

1:15:33 12:2548 1313 菅野 茂樹 カンノ シゲキ 東京都

1:15:39 12:3149 878 山口 良彰 ヤマグチ ヨシアキ グランデパール 群馬県

1:15:52 12:4450 477 藤井 淳一 フジイ ジュンイチ 埼玉県

1:16:00 12:5251 610 土屋 貴浩 ツチヤ タカヒロ 埼玉県

1:16:07 12:5952 672 永井 政行 ナガイ マサユキ ＧＷＣＣ 埼玉県

1:16:13 13:0553 1308 玉野 能弘 タマノ ヨシヒロ 東京都

1:16:18 13:1054 835 中野 亨 ナカノ トオル 栃木県

1:16:20 13:1255 605 富田 高広 トミタ タカヒロ ｆｃｃｃ 神奈川県

1:16:28 13:2056 905 新井 正 アライ タダシ 東京都

1:16:31 13:2357 305 末吉 恒男 スエヨシ ツネオ 佐野市役所 栃木県

1:16:47 13:3958 717 綿貫 聡志 ワタヌキ サトシ 群馬県

1:16:53 13:4559 612 久保 郁弥 クボ イクヤ とね輪クラブ 群馬県

1:16:54 13:4660 765 山岸 隆行 ヤマギシ タカユキ チームてっぺん 埼玉県

1:16:58 13:5061 980 大島　光輝 オオシマ　ミツテル BGO　ｂｙ　ASF 長野県

1:16:58 13:5062 779 中村 達郎 ナカムラ タツオ モンテラック 東京都

1:17:16 14:0863 2464 春日　達也 カスガ　タツヤ 埼玉県

1:17:17 14:0964 478 齊藤 雄一 サイトウ ユウイチ ＴｅａｍＡＮＡ 東京都

1:17:18 14:1065 2435 佐藤 信利 サトウ ノブトシ 群馬県

1:17:18 14:1066 764 田添 芳則 タゾエ ヨシノリ 古河渡良瀬ＲＣ 埼玉県

1:17:18 14:1067 713 中山 泰宏 ナカヤマ ヤスヒロ 埼玉県

1:17:22 14:1468 703 高岸 恒夫 タカギシ ツネオ Ｔｈｅカブト虫 群馬県

1:17:23 14:1569 657 菅原 誠 スガワラ マコト ＶＡＸ 埼玉県

1:17:25 14:1770 884 大場 潤一郎 オオバ ジュンイチロウ 東京都

1:17:27 14:1971 861 伊藤 健一 イトウ ケンイチ 東京都

1:17:30 14:2272 472 矢島 靖浩 ヤジマ ヤスヒロ エキップマサキ 神奈川県

1:17:40 14:3273 957 栗原 徹 クリハラ トオル 葱 群馬県

1:17:45 14:3774 430 山田 英夫 ヤマダ ヒデオ 群馬県

1:17:51 14:4375 1015 高橋 玄 タカハシ マコト 順天堂外科 東京都

1:17:52 14:4476 1117 坂本 剛 サカモト ツヨシ 宮城県

1:17:57 14:4977 1795 片桐　史智 カタギリ　フミトモ 千葉県

1:17:59 14:5178 523 田村 裕 タムラ ユタカ 神奈川県

1:18:08 15:0079 571 大塚 誠一 オオツカ セイイチ ミキパパ 群馬県

1:18:24 15:1680 593 小林 祥晴 コバヤシ ヨシハル ナッカラーノＲ 群馬県

1:18:26 15:1881 1529 平井 光徳 ヒライ ミツノリ クリオス 埼玉県

1:18:48 15:4082 1439 高橋 紀之 タカハシ ノリユキ 藤岡サイクル 群馬県

1:18:57 15:4983 958 篠原 稔幸 シノハラ トシユキ 群馬県

1:19:03 15:5584 1074 古谷 博行 フルヤ ヒロユキ 東京都

1:19:08 16:0085 1168 谷 和人 タニ カズト 埼玉県

1:19:21 16:1386 2413 早福 寿史 ソウフク スズシ ゆるライド 神奈川県

1:19:22 16:1487 787 山寺 賢 ヤマデラ ケン トサカ塾 東京都

1:19:31 16:2388 574 小島 茂芳 コジマ シゲヨシ βエンドルフィ 群馬県
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1:19:33 16:2589 1554 齋藤 義隆 サイトウ ヨシタカ ＹＡＷ 群馬県

1:19:37 16:2990 867 高橋 稔 タカハシ ミノル 群馬県

1:19:57 16:4991 533 田中 聡 タナカ サトシ 東京都

1:20:04 16:5692 2389 山口 修一 ヤマグチ シュウイチ 埼玉県

1:20:19 17:1193 2966 森藤 諭 モリトウ サトシ 神奈川県

1:20:26 17:1894 742 田原 大助 タハラ ダイスケ 神奈川県

1:20:28 17:2095 1010 狗飼　英明 イヌカイ　ヒデアキ 福島県

1:20:29 17:2196 338 吉田 隆行 ヨシダ タカユキ 神奈川県

1:20:30 17:2297 417 上田 禎久 ウエダ サダヒサ 伊澤鍼灸接骨院 群馬県

1:20:38 17:3098 1033 足立 真 アダチ マコト 神奈川県

1:20:39 17:3199 1008 鈴木　宏幸 スズキ　ヒロユキ 東京都

1:20:47 17:39100 604 高橋 三千明 タカハシ ミチアキ 新井調査設計 群馬県

1:20:47 17:39101 952 渡邊 憲尉 ワタナベ ノリヤス 埼玉県

1:21:20 18:12102 592 松井 正典 マツイ マサノリ 松井理容院＠兄 群馬県

1:21:37 18:29103 1039 降矢 岳彦 フルヤ タケヒコ 東京都

1:21:39 18:31104 1123 栗原 千浩 クリハラ チヒロ 群馬県

1:21:45 18:37105 721 村田 通吉 ムラタ ツヨシ 群馬県

1:21:48 18:40106 920 平田 耕一郎 ヒラタ コウイチロウ 山崎学園ＨＤＣ 群馬県

1:21:50 18:42107 635 小林 利行 コバヤシ トシユキ GSFWS 群馬県

1:21:56 18:48108 854 石原 二三 イシハラ フタミ ダボーイズ 群馬県

1:22:00 18:52109 341 高橋 毅 タカハシ タケシ ＭＩＶＲＯ 東京都

1:22:01 18:53110 1050 杉原 範行 スギハラ ノリユキ 埼玉県

1:22:06 18:58111 722 高井 俊一 タカイ シュンイチ 群馬県

1:22:15 19:07112 1111 廻谷 浩久 メグリヤ ヒロヒサ 御幸ヶ原ＳＳ 栃木県

1:22:17 19:09113 566 藤野 雅則 フジノ マサノリ 羽生ＨＣ 埼玉県

1:22:41 19:33114 1057 村上 利幸 ムラカミ トシユキ ＴｅａｍＮＴＳ 東京都

1:22:46 19:38115 1024 関口 秀樹 セキグチ ヒデキ 群馬県

1:22:46 19:38116 924 播摩 幸彦 ハリマ ユキヒコ ０２ＤｄｓーＲ 東京都

1:23:00 19:52117 1026 松山 英治 マツヤマ ヒデハル 東京都

1:23:04 19:56118 812 小菅 智志 コスゲ サトシ 前橋東中 群馬県

1:23:20 20:12119 1188 森雪　拓 モリユキ　タク オッティモ 千葉県

1:23:33 20:25120 1151 瀬間 明人 セマ アキヒト 群馬県

1:23:42 20:34121 1085 堀越 大司 ホリコシ ダイジ スズランＴＲＣ 群馬県

1:23:45 20:37122 389 苅田 まさとし カリタ マサトシ ＭＲＰ 神奈川県

1:23:55 20:47123 1584 川又 永治 カワマタ エイジ 栃木県

1:24:15 21:07124 1761 住谷　英明 スミヤ　ヒデアキ RED SANS 群馬県

1:24:20 21:12125 1824 五味 知樹 ゴミ トモキ 長野県

1:24:20 21:12126 1036 松岡 隆 マツオカ タカシ 群馬県

1:24:25 21:17127 1539 八幡 浩司 ヤワタ コウジ 積水化学 群馬県

1:24:27 21:19128 738 主山 厚 ヌシヤマ アツシ 日立ＡＭＳ 神奈川県

1:24:27 21:19129 1090 井上 純一 イノウエ ジュンイチ 輪持久業 埼玉県

1:24:27 21:19130 1688 岡村 和明 オカムラ カズアキ イーライリリー 群馬県

1:24:29 21:21131 773 武田 秀徳 タケダ ヒデノリ ＯＰＴ 神奈川県

1:24:30 21:22132 1336 永盛 聡也 ナガモリ トシヤ 群馬県
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1:24:33 21:25133 1063 堀尾 真一 ホリオ シンイチ モンテラック 神奈川県

1:24:38 21:30134 1842 中嶋 幸治 ナカジマ コウジ チームしんせき 群馬県

1:24:43 21:35135 795 永尾 吉哉 ナガオ ヨシナオ フォルツァ 栃木県

1:24:44 21:36136 1361 野村 英孝 ノムラ ヒデタカ しんせき 群馬県

1:24:48 21:40137 1802 神村　則孝 カミムラ　ノリタカ 群馬県

1:24:53 21:45138 2710 蓮見 勉 ハスミ ツトム ０８３１ 埼玉県

1:24:57 21:49139 937 酒井 暁彦 サカイ トキヒコ チーム青木 群馬県

1:24:58 21:50140 2949 馬場 正基 ババ マサキ 群馬県

1:25:06 21:58141 1098 萩原 恵一 ハギワラ ケイイチ 夢チャリ 群馬県

1:25:10 22:02142 775 大畠 昭彦 オオハタ アキヒコ 静岡県

1:25:18 22:10143 2197 宮田 浩成 ミヤタ ヒロナリ 富山県

1:25:20 22:12144 870 田嶋 昇 タジマ ノボル チャリんぽＲＴ 埼玉県

1:25:31 22:23145 1569 狩野 邦弘 カノウ クニヒロ 上毛レーシング 群馬県

1:25:33 22:25146 718 渡辺 修一 ワタナベ シュウイチ ３Ｋ 群馬県

1:25:38 22:30147 1142 野口 勉 ノグチ ツトム ＢＭレーシング 千葉県

1:25:42 22:34148 1287 藤本 英寿 フジモト ヒデトシ 東京都

1:25:51 22:43149 1003 西條　智彦 ニシジョウ　トモヒコ アウタートップ 広島県

1:25:53 22:45150 560 横井 信広 ヨコイ ノブヒロ 東京都

1:25:55 22:47151 833 椛澤 剛史 カバサワ ツヨシ 群馬県

1:25:55 22:47152 2447 斉藤 光弘 サイトウ ミツヒロ 吉澤石灰 栃木県

1:25:58 22:50153 2220 林 登 ハヤシ ノボル 埼玉県

1:25:59 22:51154 821 松田 潤 マツダ ジュン 群馬県

1:26:04 22:56155 1311 福田 晋一 フクダ シンイチ 東京測器研究所 東京都

1:26:14 23:06156 1827 中山 浩次 ナカヤマ コウジ 群馬県

1:26:23 23:15157 1902 上村 文雄 カミムラ フミオ 埼玉県

1:26:26 23:18158 1285 品田 浩之 シナダ ヒロユキ ち～むたなべ衛 埼玉県

1:26:36 23:28159 1833 鈴木 雅博 スズキ マサヒロ 緑高陸部 静岡県

1:26:51 23:43160 1487 一本木 洋 イッポンギ ヒロシ 神奈川県

1:27:04 23:56161 1495 高橋 敏康 タカハシ トシヤス ナマズ　トチギ 栃木県

1:27:17 24:09162 866 上原 邦彦 ウエハラ クニヒコ グランデパール 群馬県

1:27:18 24:10163 1258 海谷 博樹 カイヤ ヒロキ 東京都

1:27:19 24:11164 2442 加藤 紀哉 カトウ ノリヤ チームシンセキ 群馬県

1:27:21 24:13165 757 小見 篤司 オミ アツシ モンスター 群馬県

1:27:25 24:17166 1079 湯浅 透 ユアサ トオル あおぞら 群馬県

1:27:26 24:18167 1883 斉藤 慎一 サイトウ シンイチ 群馬県

1:27:31 24:23168 1847 飯塚 真也 イイヅカ シンヤ 中内自転車部 群馬県

1:27:34 24:26169 777 三田村 正寛 ミタムラ マサヒロ オンサン 神奈川県

1:27:42 24:34170 1375 小暮 賢治 コグレ ケンジ 埼玉県

1:27:44 24:36171 970 三田　尚輝 ミタ　ナオキ ブリッジフロント 群馬県

1:27:45 24:37172 1243 萩原 広行 ハギハラ ヒロユキ 群馬県

1:27:49 24:41173 2099 米窪 秀明 ヨネクボ ヒデアキ ヘルメッツＲＣ 群馬県

1:27:50 24:42174 1139 田村 康弘 タムラ ヤスヒロ 群馬県

1:27:57 24:49175 1261 原田 成人 ハラダ ナルヒト ワカバクラブ 東京都

1:28:13 25:05176 1019 馬場 浩二 ババ コウジ 群馬県
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1:28:16 25:08177 1884 筑井 久也 ツクイ ヒサヤ ２０ＦＣＣ 群馬県

1:28:19 25:11178 1524 吉泉 直樹 ヨシイズミ ナオキ 神奈川県

1:28:29 25:21179 1038 山口 徹也 ヤマグチ テツヤ 群馬県

1:28:31 25:23180 803 冨沢 哲夫 トミザワ テツオ 東京都

1:28:31 25:23181 1768 坂本　栄憲 サカモト　ヨシノリ 埼玉県

1:28:32 25:24182 880 小野里 浩 オノザト ヒロシ グランデパール 群馬県

1:28:36 25:28183 1109 小田嶋 喜幸 オダジマ ヨシユキ グランデパール 群馬県

1:28:42 25:34184 800 原 和幸 ハラ カズユキ ファスバイ 埼玉県

1:28:53 25:45185 1407 伊藤 英夫 イトウ ヒデオ 群馬県

1:28:54 25:46186 1401 小林 健司 コバヤシ ケンジ ＡＲＳ 神奈川県

1:28:55 25:47187 2474 栗原　新一 クリハラ　シンイチ 埼玉県

1:28:56 25:48188 1035 相馬　正巳 ソウマ　マサミ ミツバ 群馬県

1:29:01 25:53189 1352 川崎 宏 カワサキ ヒロシ 群馬県

1:29:03 25:55190 1049 村木 聡 ムラキ サトシ チーム・ナイン 東京都

1:29:03 25:55191 837 大房 均 オオフサ ヒトシ 群馬県

1:29:04 25:56192 1825 小松崎 孝 コマツザキ タカシ 栃木県

1:29:22 26:14193 736 圷 正志 アクツ マサシ 茨城県

1:29:26 26:18194 1134 山田 光之 ヤマダ ミツユキ 群馬県

1:29:34 26:26195 1113 星野 和男 ホシノ カズオ かめのこ 群馬県

1:29:44 26:36196 1849 吉越 鉄太郎 ヨシコシ テツタロウ アルパイン 福島県

1:29:52 26:44197 1056 丘 孝之 オカ タカユキ ブエナスエルテ 埼玉県

1:30:02 26:54198 1043 本間 礼 ホンマ マサシ ＡＣＲ 埼玉県

1:30:12 27:04199 2896 鷲巣 薫 ワシノス カオル ＦＤＫ 埼玉県

1:30:14 27:06200 565 稲村 博 イナムラ ヒロシ ブリッジバイク 千葉県

1:30:28 27:20201 2122 細谷 義勝 ホソヤ ヨシカツ 群馬県

1:30:32 27:24202 1786 伊藤　英詔 イトウ　ヒデアキ SEO8214 千葉県

1:30:36 27:28203 2068 冨田 克樹 トミタ カツキ Ｇｉｎｒｉｎ 群馬県

1:30:40 27:32204 2029 栗橋 透 クリハシ トオル ダイナマイト 埼玉県

1:30:45 27:37205 1256 根岸 博之 ネギシ ヒロユキ 泉野建設（株） 群馬県

1:30:49 27:41206 1668 阿部 宏和 アベ ヒロカズ ＴｗｏＲｉｎｇ 群馬県

1:30:52 27:44207 964 佐藤 浩二 サトウ コウジ 関東興業 群馬県

1:30:54 27:46208 649 田辺 裕義 タナベ ヒロヨシ ユニテックＲＣ 長野県

1:31:07 27:59209 2057 飯島 隆平 イイジマ リュウヘイ 群馬県

1:31:12 28:04210 1102 渡邊 信太郎 ワタナベ シンタロウ 静岡県

1:31:43 28:35211 619 加藤 光俊 カトウ ミツトシ ＢＢＰ 千葉県

1:31:45 28:37212 1527 矢部 友広 ヤベ トモヒロ 埼玉県

1:31:50 28:42213 2118 沢村 幸一 サワムラ コウイチ 埼玉県

1:31:56 28:48214 1217 斎藤 一郎 サイトウ イチロウ ３ＲＵＮ 群馬県

1:31:57 28:49215 1216 鈴木 克美 スズキ カツミ 茨城県

1:32:05 28:57216 1333 夏目 勇介 ナツメ ユウスケ 東京都

1:32:05 28:57217 859 中尾 真也 ナカオ シンヤ クストス 東京都

1:32:26 29:18218 1271 田中 正一郎 タナカ ショウイチロウ ルート６１０ 東京都

1:32:29 29:21219 1376 一沢 将行 イチザワ マサユキ 埼玉県

1:32:30 29:22220 1722 長沼 隆夫 ナガヌマ タカオ 群馬県
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1:32:31 29:23221 1949 伊原　健 イハラ　ケン 千葉県

1:32:32 29:24222 1355 伊藤 文久 イトウ フミヒサ 太陽誘電 群馬県

1:32:42 29:34223 1519 多田 知義 タダ トモヨシ ＢＳＮ 群馬県

1:32:59 29:51224 2025 渡辺 憲一 ワタナベ ケンイチ 群馬県

1:33:17 30:09225 1299 長谷川 昌宏 ハセガワ マサヒロ 八斗島サイクル 群馬県

1:33:24 30:16226 1286 塩島 健 シオジマ タケシ 埼玉県

1:33:25 30:17227 1017 難波 聡 ナンバ アキラ 埼玉県

1:33:29 30:21228 1994 植木 和浩 ウエキ カズヒロ 千葉県

1:33:34 30:26229 1898 磯部 征司 イソベ セイジ 東京都

1:33:40 30:32230 1974 高柳 浩二 タカヤナギ コウジ 群馬県

1:33:44 30:36231 2038 恩田 俊久 オンダ トシヒサ 太田市役所 群馬県

1:33:53 30:45232 2090 堀越 寿哉 ホリコシ トシヤ パワーキッズ 群馬県

1:33:53 30:45233 1412 小高 仁 コタカ ヒトシ 東京都

1:33:56 30:48234 1893 高橋 幸一 タカハシ コウイチ 千葉県

1:33:56 30:48235 719 茂木 淳 モギ アツシ ＧＲＯＯＶＹ 群馬県

1:34:02 30:54236 1272 古川 一 フルカワ ハジメ 埼玉県

1:34:25 31:17237 1298 入澤 和人 イリサワ カズヒト ｔｅａｍ１９８ 群馬県

1:34:26 31:18238 770 高瀬 秀之 タカセ ヒデユキ 群馬県

1:34:27 31:19239 2485 滝沢 憲一 タキザワ ケンイチ 高崎高校 群馬県

1:34:28 31:20240 1263 田中 真介 タナカ シンスケ 千葉県

1:34:30 31:22241 1924 田村 正和 タムラ マサカズ 埼玉県

1:34:31 31:23242 1410 栗林 修一 クリバヤシ シュウイチ 群馬県

1:34:31 31:23243 1149 中田 崇 ナカダ タカシ アミューズ 埼玉県

1:34:46 31:38244 1234 坂野 安則 サカノ ヤスノリ ＯｎｅＷａｙ 群馬県

1:34:48 31:40245 1069 川中子 雅夫 カワナゴ マサオ 桐生明治 群馬県

1:35:05 31:57246 1244 斉藤 哲裕 サイトウ テツヒロ 群馬県

1:35:23 32:15247 1585 吉野 尚史 ヨシノ ヒサシ 群馬県

1:35:25 32:17248 1774 平田　国治 ヒラタ　クニハル とね輪クラブ 群馬県

1:35:25 32:17249 2947 皆川 信博 ミナガワ ノブヒロ コスモスの里 新潟県

1:35:35 32:27250 1344 佐藤 健也 サトウ ケンヤ 栃木県

1:35:47 32:39251 2192 山田 誠 ヤマダ マコト 埼玉県

1:35:50 32:42252 1462 竹下 勉 タケシタ ツトム 埼玉県

1:35:50 32:42253 3217 久保田 理憲 クボタ ミチノリ 埼玉県

1:35:55 32:47254 2158 奈良 仁 ナラ ヒトシ チームしおみつ 群馬県

1:35:58 32:50255 3142 飯野　康弘 群馬県

1:36:01 32:53256 2524 丸山 泰弘 マルヤマ ヤスヒロ たんばら～ 群馬県

1:36:10 33:02257 1452 太田 貴二 オオタ タカジ 東京都

1:36:21 33:13258 1266 近藤 精一郎 コンドウ セイイチロウ チームたなべ衛 東京都

1:36:27 33:19259 1950 栗田　義明 クリタ　ヨシアキ チームダイレイ 東京都

1:36:28 33:20260 2222 新島 勇一 ニイジマ ユウイチ 東京都

1:36:28 33:20261 1399 海老野 圭介 エビノ ケイスケ 群馬県

1:36:29 33:21262 2543 笹壁 英夫 ササカベ ヒデヲ 埼玉県

1:36:33 33:25263 3329 坂本　喜紀 サカモト　ヨシノリ 群馬県

1:36:42 33:34264 1692 池田 豊 イケダ ユタカ 埼玉県
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1:36:43 33:35265 1830 木村 克彦 キムラ カツヒコ Ｒｉｏｃｋ 群馬県

1:36:52 33:44266 1760 羽鳥　善文 ハトリ　ヨシフミ 修道館 群馬県

1:37:03 33:55267 2302 高橋 秀明 タカハシ ヒデアキ 群馬トヨペット 群馬県

1:37:05 33:57268 2171 大倉 寛 オオクラ ヒロシ 群馬県

1:37:06 33:58269 2074 樺澤 友成 カバサワ トモナリ 群馬県

1:37:13 34:05270 2253 小林　正剛 コバヤシ　マサタケ 群馬県

1:37:15 34:07271 1064 杉中 寛之 スギナカ ヒロユキ 世田谷スカイ 東京都

1:37:18 34:10272 2027 角田 勝美 ツノダ カツミ 関東高圧容器 群馬県

1:37:21 34:13273 2078 田貝 秀文 タガイ ヒデフミ ヘルメッツＲＣ 群馬県

1:37:23 34:15274 1906 兼岡 康嗣 カネオカ コウジ 群馬県

1:37:28 34:20275 2667 森木　賢治 モリキ　ケンジ トオンディーオ 群馬県

1:37:31 34:23276 1811 友部　敏朗 トモベ　トシロウ スマイル歯科 埼玉県

1:37:31 34:23277 1947 三吉　政幸 ミヨシ　マサユキ 埼玉県

1:37:36 34:28278 2405 小池 隆 コイケ タカシ 東京都

1:37:37 34:29279 1277 山下 信介 ヤマシタ シンスケ 神奈川県

1:37:37 34:29280 1248 木澤 敏明 キザワ トシアキ ロシナンテ 栃木県

1:37:50 34:42281 1633 西岡 知行 ニシオカ トモユキ エーザイ 東京都

1:37:57 34:49282 1576 江原 崇博 エハラ タカヒロ 埼玉県

1:38:04 34:56283 2156 濱田 浩晶 ハマダ ヒロアキ 埼玉県

1:38:20 35:12284 2015 中 勝 ナカ マサル トコサイ 埼玉県

1:38:35 35:27285 1503 田中 英雄 タナカ ヒデオ シンセキ 埼玉県

1:38:40 35:32286 2274 後藤　泰久 ゴトウ　ヤスヒサ 東京都

1:38:41 35:33287 2482 鴇田 克彦 トキタ カツヒコ ロシナンテ 栃木県

1:38:42 35:34288 1455 仙田 季男 センダ トシオ 茨城県

1:38:56 35:48289 2669 加藤　誠 カトウ　マコト 群馬県

1:39:00 35:52290 3305 中山 晋 ナカヤマ シン 群馬県

1:39:01 35:53291 1570 町田 幸宏 マチダ ユキヒロ チームヒジリ 群馬県

1:39:04 35:56292 1428 上林 正典 カミバヤシ マサノリ フレーチャ 東京都

1:39:06 35:58293 1992 大歳 勝也 オオトシ カツヤ 栃木県

1:39:06 35:58294 968 関根 利美 セキネ トシミ 東京都

1:39:08 36:00295 1835 髙井　洋一 タカイ　ヨウイチ 群馬県

1:39:27 36:19296 1483 堀口 和也 ホリグチ カズヤ 群馬県

1:39:28 36:20297 1322 深見 拓也 フカミ タクヤ ライディング６ 東京都

1:39:42 36:34298 1363 若林 紅 ワカバヤシ アカネ 群馬県

1:39:50 36:42299 792 川野 朋秀 カワノ トモヒデ 東京都

1:39:52 36:44300 2451 吉田 伸之 ヨシダ ノブユキ 埼玉県

1:39:53 36:45301 1874 田中 秀和 タナカ ヒデカズ 太平洋コンサル 群馬県

1:40:09 37:01302 2827 藤井 雄二 フジイ ユウジ グランペール 群馬県

1:40:11 37:03303 1620 池田 茂之 イケダ シゲユキ チームリオック 群馬県

1:40:13 37:05304 2050 原 幸一 ハラ コウイチ ロケット小僧 群馬県

1:40:16 37:08305 1319 古家 一浩 フルヤ カズヒロ 日土地 東京都

1:40:16 37:08306 1185 御園　雅之 ミソノ　マサユキ 群馬県

1:40:29 37:21307 2455 松堂 幸男 マツドウ ユキオ 自転車にゃんこ 群馬県

1:40:39 37:31308 1334 岩田 高志 イワタ タカシ 群馬県
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1:40:47 37:39309 2036 菅田 尚志 スゲタ タカシ ＯＦＤ自転車部 群馬県

1:40:47 37:39310 2345 マイヤー トーマス マイヤー トーマス 東京都

1:40:53 37:45311 995 野口　純 ノグチ　ジュン Precious 福島県

1:40:57 37:49312 1789 髙橋　総司 タカハシ　ソウシ 群馬VW/アタック 栃木県

1:40:59 37:51313 346 松縄 要 マツナワ カナメ みんくる深川 千葉県

1:41:04 37:56314 1469 丸山 健一 マルヤマ ケンイチ 埼玉県

1:41:08 38:00315 2549 宮本 昌典 ミヤモト マサノリ ＫーＣ３ 群馬県

1:41:15 38:07316 1122 須藤 亙 ストウ ワタル デルソル 群馬県

1:41:56 38:48317 1105 菅野 雄一 スガノ ユウイチ 東京都

1:42:01 38:53318 2060 荒木 健司 アラキ ケンジ 群馬県

1:42:20 39:12319 1611 小高 純一 オダカ ジュンイチ 埼玉県

1:42:26 39:18320 2580 清水 昌福 シミズ マサトミ 群馬県

1:42:29 39:21321 2866 谷村 泰 タニムラ ヤスシ 東京都

1:42:40 39:32322 2311 山下 嘉一 ヤマシタ ヨシカズ 東京都

1:42:45 39:37323 1417 外山 直孝 トヤマ ナオタカ 群馬県

1:42:46 39:38324 2411 中島 茂 ナカジマ シゲル かねこれーしん 埼玉県

1:42:47 39:39325 2013 宮崎 和典 ミヤザキ カズノリ ＴｅａｍＡＲＳ 神奈川県

1:42:48 39:40326 1954 山岸　利光 ヤマギシ　トシミツ 東京都

1:43:10 40:02327 1854 井田　昌明 イダ　マサアキ 群馬県

1:43:27 40:19328 1321 津村 匠 ツムラ タクミ 東京都

1:43:29 40:21329 971 岡田　陽一 オカダ　ヨウイチ 群馬県

1:43:33 40:25330 3086 小野里　全芳 オノザト　マサヨシ 東京都

1:43:40 40:32331 1346 大野 喜裕 オオノ ヨシヒロ ＹＫＫ 茨城県

1:43:43 40:35332 1400 寺島 憲一郎 テラシマ ケンイチロウ ＳＫＴ．ＢＣ 群馬県

1:43:45 40:37333 2162 石坂 克広 イシザカ カツヒロ 群馬県

1:43:51 40:43334 2664 小倉　康明 オグラ　ヤスアキ KHK 群馬県

1:43:51 40:43335 1731 阿部 国治 アベ クニハル 埼玉県

1:43:54 40:46336 2168 古関 直樹 コセキ ナオキ 積水ハウス 群馬県

1:44:03 40:55337 1456 五十嵐 克英 イガラシ カツヒデ チームＦ 埼玉県

1:44:12 41:04338 1359 飯塚 誠 イイヅカ マコト ＦＣアルコリコ 群馬県

1:44:13 41:05339 1267 伊熊 秀哲 イクマ ヒデノリ タマレンジャー 埼玉県

1:44:47 41:39340 883 阿久澤 正 アクザワ タダシ 神奈川県

1:44:51 41:43341 2247 牛込　和治 ウシゴメ　カズハル とね輪 群馬県

1:45:01 41:53342 2478 後藤　敏彦 ゴトウ　トシヒコ 神奈川県

1:45:08 42:00343 2711 中島 伸一 ナカジマ シンイチ 群馬トヨペット 群馬県

1:45:09 42:01344 3138 村上 修 ムラカミ オサム 元総社 群馬県

1:45:17 42:09345 2339 加藤 芳男 カトウ ヨシオ 石川県

1:45:19 42:11346 3021 高橋 淳志 タカハシ アツシ 太田消防 群馬県

1:45:20 42:12347 1989 金谷 野人 カナヤ ノビト チームエコサイ 埼玉県

1:45:22 42:14348 3458 庄野　樹 ショウノ　イツキ 「てくにか」自転車 東京都

1:45:26 42:18349 2750 新井 誠実 アライ マサミ のにあとぶ 群馬県

1:45:30 42:22350 1255 小川 真一 オガワ シンイチ 思い出ロード 千葉県

1:45:43 42:35351 2487 太田 斉 オオタ ヒトシ ＶＯ２ＭＡＸ 埼玉県

1:45:46 42:38352 2257 江本　尚夫 エモト　ヒサオ 長野県
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1:45:46 42:38353 2513 星田 祥則 ホシダ ヨシノリ 群馬県

1:45:55 42:47354 2037 宇津木 芳明 ウツギ ヨシアキ 群馬県

1:45:59 42:51355 1189 鬼沢　徳一 オニザワ　ノリカズ 茨城県

1:46:15 43:07356 1395 小林 理 コバヤシ オサム 群馬県

1:46:15 43:07357 1227 後藤 強 ゴトウ ツヨシ βエンドルフィ 群馬県

1:46:33 43:25358 1594 伊藤 嘉和 イトウ ヨシカズ 群馬県

1:46:47 43:39359 2980 黒田 未来 クロダ ミキ 埼玉県

1:46:53 43:45360 1826 狩野 晃一 カノウ コウイチ 西片ペダル 群馬県

1:47:00 43:52361 2550 町田 啓介 マチダ ケイスケ アタック 群馬県

1:47:16 44:08362 1905 金山 祐司 カナヤマ ユウジ 新潟県

1:47:18 44:10363 3218 四十八願 勉 ヨイナラ ツトム 栃木県

1:47:24 44:16364 3150 矢野 勝良 ヤノ カツヨシ 群馬県

1:47:41 44:33365 1597 高草木 光夫 タカクサキ ミツオ 群馬県

1:47:45 44:37366 2826 関口 賢一 セキグチ ケンイチ エムクル 群馬県

1:47:49 44:41367 2697 相良 守人 サガラ モリト 東京都

1:47:53 44:45368 1199 大熊　正博 オオクマ　マサヒロ 埼玉県

1:47:59 44:51369 2477 樋口　利夫 ヒグチ　トシオ 群馬県

1:48:08 45:00370 2128 関 武史 セキ タケシ 丸菱印刷 群馬県

1:48:15 45:07371 3255 水谷 伸 ミズタニ シン バイオラッド 群馬県

1:48:27 45:19372 2198 柏岡 潤二 カシオカ ジュンジ 神奈川県

1:48:39 45:31373 2137 佐藤 啓一 サトウ ケイイチ 群馬県

1:48:42 45:34374 2590 大谷 一仁 オオタニ カズヒト 群馬県

1:48:46 45:38375 1858 大木 満 オオキ ミツル 群馬県

1:48:51 45:43376 692 市村 善次 イチムラ ヨシツグ 群馬県

1:49:08 46:00377 3098 猪狩 孝 イガリ タカシ お先にどうぞ 東京都

1:49:24 46:16378 2591 真下 英樹 マシモ ヒデキ 群馬県

1:49:34 46:26379 2341 田中 祐二 タナカ ユウジ 日立ＡＭＳ 群馬県

1:49:35 46:27380 2611 大塚 和利 オオツカ カズトシ アペックス忍 埼玉県

1:49:36 46:28381 1907 下山 仁 シモヤマ ヒトシ 埼玉県

1:49:50 46:42382 2870 寺田 卓也 テラダ タクヤ 世田谷スカイ 東京都

1:49:55 46:47383 2897 斉藤 秀樹 サイトウ ヒデキ 東京都

1:50:01 46:53384 3278 今井 正 イマイ マサシ 群馬県

1:50:10 47:02385 2586 木村 英樹 キムラ ヒデキ 大高建設二輪部 東京都

1:50:17 47:09386 2535 勝山 佳典 カツヤマ ヨシノリ Ｑたまズ 埼玉県

1:50:33 47:25387 1309 伊藤 義之 イトウ ヨシユキ 茨城県

1:50:56 47:48388 2620 松井 敬志 マツイ タカシ 東京都

1:50:58 47:50389 1374 甲斐田 和宏 カイダ カズヒロ ゆるサイ倶楽部 千葉県

1:51:07 47:59390 1264 鈴木 一則 スズキ カズノリ サンキン 群馬県

1:51:08 48:00391 2114 清水 洋 シミズ ヒロシ チームわいわい 群馬県

1:51:12 48:04392 2776 米沢 弘幸 ヨネザワ ヒロユキ 群馬県

1:51:14 48:06393 2570 松倉 康彦 マツクラ ヤスヒコ ＥＸユズキ 群馬県

1:51:22 48:14394 435 呉屋 呉屋 ゴヤ ゴヤ 群馬県

1:51:26 48:18395 1794 田嶋　良則 タジマ　ヨシノリ 栃木県

1:51:45 48:37396 2495 中村 桂典 ナカムラ ケイスケ 関口ライニング 群馬県
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1:51:56 48:48397 1521 新井 勝 アライ マサル 群馬県

1:52:17 49:09398 1733 村田 貴則 ムラタ タカノリ 千葉県

1:52:18 49:10399 2402 大澤 光義 オオサワ ミツヨシ ＰＨＣ 群馬県

1:52:20 49:12400 2479 星野　哲哉 ホシノ　テツヤ 東京都

1:52:25 49:17401 1347 多胡 清一 タゴ セイイチ 群馬電装ＲＣ 群馬県

1:52:43 49:35402 2924 中野 一郎 ナカノ イチロウ 群馬県

1:52:58 49:50403 2970 阿久澤 玄洋 アクザワ ハルヒロ 新保町自警団 群馬県

1:53:02 49:54404 2855 池田 哲也 イケダ テツヤ ＮＳＧ自転車部 群馬県

1:53:03 49:55405 3170 上村 保 カミムラ タモツ 栃木県

1:53:28 50:20406 2386 笛木 正弘 フエキ マサヒロ ワイドアングル 群馬県

1:53:47 50:39407 369 高橋 孝樹 タカハシ コウキ 群馬県

1:54:12 51:04408 2335 久保田 修 クボタ オサム お疲れ夏 群馬県

1:54:19 51:11409 2117 女屋 敦夫 オナヤ アツオ 群馬県

1:54:46 51:38410 2956 矢嶋 宏昭 ヤジマ ヒロアキ 群馬トヨペット 群馬県

1:54:47 51:39411 2175 粟飯原 光広 アイバラ ミツヒロ 千葉県

1:54:56 51:48412 2393 茂木 康弘 モテギ ヤスヒロ 栃木県

1:55:14 52:06413 1224 福田 正典 フクダ マサノリ 群馬県

1:55:27 52:19414 2317 牧山 努 マキヤマ ツトム 後藤自動車 群馬県

1:55:28 52:20415 3256 柿栖 力 カキス ツトム へろくらいまー 栃木県

1:55:37 52:29416 2613 川端 真治 カワバタ シンジ 群馬県

1:55:44 52:36417 2692 関田 充 セキタ ミツル ひまーず 栃木県

1:55:50 52:42418 1458 宇田 耕二 ウダ コウジ 千葉県

1:56:15 53:07419 1553 山宮 敏夫 ヤマミヤ トシオ チーム１９８ 群馬県

1:56:23 53:15420 553 安原 清光 ヤスハラ キヨミツ ＧＲＯＯＶＹ 群馬県

1:56:25 53:17421 2771 後藤 尚彦 ゴトウ ナオヒコ 埼玉県

1:56:29 53:21422 2688 小林 昌明 コバヤシ マサアキ ヒマーズ 群馬県

1:56:35 53:27423 2159 木村 弘幸 キムラ ヒロユキ 群馬県

1:56:39 53:31424 2582 湯本 正 ユモト タダシ ユモト家具 埼玉県

1:56:54 53:46425 2553 藤井 健一 フジイ ケンイチ ＢＲ 埼玉県

1:56:55 53:47426 3075 髙萩　正幸 タカハギ　マサユキ 群馬県

1:56:59 53:51427 1614 長舟 順 ナガフネ ジュン 協和発酵キリン 群馬県

1:57:32 54:24428 2441 新井 知明 アライ チアキ ＲＣＣ 埼玉県

1:57:43 54:35429 1579 原島 秀行 ハラシマ ヒデユキ 埼玉県

1:57:45 54:37430 2507 今牧 啓二 イママキ ケイジ 埼玉県

1:57:48 54:40431 2406 篠原 大助 シノハラ ダイスケ 群馬県

1:57:54 54:46432 1987 新井 正弘 アライ マサヒロ 埼玉県

1:58:10 55:02433 2381 坪内 啓 ツボウチ アキラ 群馬県

1:58:11 55:03434 2889 渡辺 良和 ワタナベ ヨシカズ 群馬県

1:58:15 55:07435 2360 福島 聡 フクシマ サトシ 群馬県

1:58:25 55:17436 2539 小林 克久 コバヤシ カツヒサ 群馬県

1:58:28 55:20437 3223 島田 雅人 シマダ マサト 群馬県

1:58:44 55:36438 3250 赤上　弘 アカガミ　ヒロシ 東京都

1:59:04 55:56439 3372 吉川 征寛 キッカワ ユキヒロ 埼玉県

1:59:16 56:08440 2271 萩原　弘 ハギワラ　ヒロシ 群馬県
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1:59:19 56:11441 1252 鈴木 紀雄 スズキ ノリオ 鈴木ＯＢＧＹ 栃木県

1:59:42 56:34442 3153 高橋 一裕 タカハシ カズヒロ 埼玉県

1:59:43 56:35443 1509 金子 剛 カネコ ツヨシ イエローキャト 群馬県

2:00:03 56:55444 2720 井内 哲也 イナイ テツヤ 埼玉県

2:00:23 57:15445 2861 林田 新也 ハヤシダ シンヤ ペダルンルン 埼玉県

2:01:02 57:54446 2558 宗永 泰彦 ムネナガ ヤスヒコ ち～むたなべぇ 東京都

2:01:03 57:55447 2463 浦山　純二 ウラヤマ　ジュンジ チャーリーBoo 埼玉県

2:01:37 58:29448 2344 亀山 正 カメヤマ タダシ 亀山歯科医院 群馬県

2:01:42 58:34449 2300 今村 純一 イマムラ ジュンイチ 神奈川県

2:02:03 58:55450 2250 関口　勇 セキグチ　イサム 群馬県

2:02:57 59:49451 2706 荒川 雅美 アラカワ マサミ 群馬県

2:03:08 60:00452 2301 箱田 直紀 ハコダ ナオキ 群馬県

2:03:54 60:46453 3300 渡邉 敏浩 ワタナベ トシヒロ 大同特殊鋼 群馬県

2:03:59 60:51454 814 田中 美喜雄 タナカ ミキオ パナマレッズ 群馬県

2:04:22 61:14455 2308 小林 秀徳 コバヤシ ヒデノリ 千葉県

2:04:53 61:45456 3177 吉野 健治 ヨシノ ケンジ 群馬県

2:04:53 61:45457 2652 萩原　淳 ハギワラ　ジュン 日産サティオ群馬 群馬県

2:05:00 61:52458 2963 町田 知一 マチダ トモイチ 上州からっ風隊 群馬県

2:05:20 62:12459 2585 永山 晶久 ナガヤマ アキヒサ 神奈川県

2:05:24 62:16460 2831 鈴木 哲 スズキ サトシ くめくめ 埼玉県

2:05:46 62:38461 2432 村井 正樹 ムライ マサキ 群馬県

2:05:50 62:42462 2445 知本 健男 チモト タケオ たなべ衛 千葉県

2:06:17 63:09463 2320 渡辺 賢 ワタナベ マサル 弦千芭 群馬県

2:07:10 64:02464 2714 吉田 純司 ヨシダ ジュンジ 神奈川県

2:07:24 64:16465 3084 松原　俊博 マツバラ　トシヒロ 群馬県

2:07:36 64:28466 2088 村山 和浩 ムラヤマ カズヒロ 群馬県

2:07:40 64:32467 2059 松村 利憲 マツムラ トシノリ 群馬県

2:07:46 64:38468 3149 宮本 修 ミヤモト オサム （＾＾）／ 千葉県

2:07:46 64:38469 3275 諏訪 幹大 スワ ミキヒロ 群馬県

2:07:52 64:44470 2821 峯岸 建司 ミネギシ ケンジ 群馬県

2:08:37 65:29471 3224 伊藤 敏幸 イトウ トシユキ 武蔵野ＢＡＮ 埼玉県

2:08:47 65:39472 2001 若井 晃 ワカイ アキラ ちゃーりーず 新潟県

2:08:53 65:45473 2146 岸本 和憲 キシモト カズノリ オンサン 神奈川県

2:08:55 65:47474 2136 石坂 高広 イシザカ タカヒロ 群馬県

2:09:12 66:04475 2751 吉岡 英司 ヨシオカ エイジ 協和発酵キリン 群馬県

2:09:20 66:12476 2526 河島 尚行 カワシマ ナオユキ 埼玉県

2:09:41 66:33477 2733 猪又 良信 イノマタ ヨシノブ 坂まっしぐら 埼玉県

2:10:05 66:57478 2820 齋藤 浩幸 サイトウ ヒロユキ 宮城県

2:10:25 67:17479 2938 大賀 和明 オオガ カズアキ Ｖａｌｅｏ 群馬県

2:11:22 68:14480 2736 遠山 和幸 トオヤマ カズユキ ルート６１０ 東京都

2:11:36 68:28481 3411 瀧澤 重雄 タキザワ シゲオ 群馬県

2:11:53 68:45482 2318 永井 孝男 ナガイ タカオ タカオガレージ 群馬県

2:12:05 68:57483 680 石手　孝治 イシデ　コウジ 埼玉県

2:12:09 69:01484 2864 猿谷 忠弘 サルヤ タダヒロ 群馬県
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2:12:24 69:16485 3199 木村 揚 キムラ ヨウ 東京都

2:12:51 69:43486 2548 黛 幸雄 マユズミ ユキオ ＧＲＯＯＶＹ 群馬県

2:14:43 71:35487 2562 池松 州治 イケマツ クニハル 高崎信用金庫 群馬県

2:16:05 72:57488 2319 岡 正行 オカ マサユキ おやじの会 群馬県

2:16:46 73:38489 2937 小池 靖之 コイケ ヤスユキ ｋｏｍａｚｏｕ 群馬県

2:16:53 73:45490 3314 篠原 克実 シノハラ カツミ 群馬県

2:17:16 74:08491 3299 荻原 広志 オギワラ ヒロシ フリー 群馬県

2:17:50 74:42492 1348 伏島 努 フセジマ ツトム 群馬県

2:18:13 75:05493 1193 渋谷　直人 シブヤ　ナオト 群馬県

2:18:19 75:11494 1331 新井 修一 アライ シュウイチ ＯｎｅＷａｙ 群馬県

2:19:06 75:58495 2698 江口 智康 エグチ トモヤス 群馬県

2:19:50 76:42496 3406 赤塚 修 アカツカ オサム 栃木県

2:19:57 76:49497 3468 陳彥佐 CHEN/YEN-TSO

2:20:08 77:00498 3454 谷野　文穂 タニノ　フミオ 小学館自転車部 東京都

2:20:14 77:06499 2349 中谷 潔 ナカタニ キヨシ 日鉄住金物流 神奈川県

2:20:21 77:13500 3083 豊泉　修 トヨイズミ　オサム 豊泉歯科医院 群馬県

2:22:11 79:03501 2809 今井 順 イマイ ジュン 神奈川県

2:22:31 79:23502 2054 平田 公平 ヒラタ コウヘイ ＴＥＡＭ１９８ 群馬県

2:22:33 79:25503 2607 木村 孝 キムラ タカシ 埼玉県

2:22:48 79:40504 3378 松本 潤一 マツモト ジュンイチ チームセグ 群馬県

2:22:53 79:45505 2904 大嶋 則之 オオシマ ノリユキ 赤石サイクル 群馬県

2:23:24 80:16506 3063 田中　規之 タナカ　ノリユキ GE　PREDIX 群馬県

2:23:43 80:35507 1800 宮崎　秀一 ミヤザキ　ヒデカズ 群馬県

2:24:18 81:10508 1437 島田 敦生 シマダ アツオ イエロキャット 群馬県

2:24:37 81:29509 1484 根岸 知 ネギシ サトル ＰＦＵ東日本 群馬県

2:25:43 82:35510 3176 関根 隆則 セキネ タカノリ 群馬県

2:25:51 82:43511 2322 仲尾 周 ナカオ マコト 栃木県

2:26:42 83:34512 3173 樋口 修一 ヒグチ シュウイチ チームはるほる 群馬県

2:27:32 84:24513 2780 武田 厚 タケダ アツシ 群馬県

2:28:51 85:43514 3144 山本　直明 ヤマモト　ナオアキ 群馬県

2:29:10 86:02515 2813 梅田 丈裕 ウメダ タケヒロ チームシンセキ 群馬県

2:29:43 86:35516 2505 矢野 豊 ヤノ ユタカ ゼロトゥトップ 埼玉県

2:31:02 87:54517 3124 安藤 英彦 アンドウ ヒデヒコ Ｍ’ｓＫｒｅｗ 群馬県

2:32:38 89:30518 3183 竹内 敏晴 タケウチ トシハル 群馬県

2:33:22 90:14519 2849 森 朋広 モリ トモヒロ 群馬県

2:33:28 90:20520 3237 狩野　章 カノウ　アキラ 群馬県

2:34:13 91:05521 3135 翁田 雄二 オキナダ ユウジ 東京都

2:34:18 91:10522 3238 桑原　和行 クワバラ　カズユキ 群馬県

2:34:27 91:19523 2541 諏訪 純一 スワ ジュンイチ 東亜工業水泳部 群馬県

2:34:54 91:46524 2783 戸谷 直樹 トヤ ナオキ Ｇｅｅｂｅｅ 群馬県

2:37:45 94:37525 3167 峰岸 健 ミネギシ ケン 東京都

2:38:27 95:19526 1419 浅田 和彦 アサダ カズヒコ ＴＲＣパナマ 群馬県

2:40:01 96:53527 3221 栗山 尊弘 クリヤマ タカヒロ エムクル 群馬県

2:42:28 99:20528 3272 田島 義晃 タジマ ヨシアキ ナナマル 千葉県
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リザルト：一般男子Ｄ
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

2:42:44 99:36529 3380 清水 ケイシ シミズ ケイシ ヤナセ製油 群馬県

2:43:05 99:57530 3229 田中 孝和 タナカ タカカズ 東京都

2:45:35 102:27531 3159 町田 左喜男 マチダ サキオ 東京都

2:47:10 104:02532 3088 柳井　健 ヤナイ　タケシ 栃木県

2:49:09 106:01533 3357 安川 武男 ヤスカワ タケオ 神奈川県

2:59:33 116:25534 3091 新野　新一郎 シンノ　シンイチロウ 埼玉県
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