
リザルト：一般男子Ｅ
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

1:03:56 0:001 198 林崎 伸師 ハヤシザキ シンジ お水団 岩手県

1:04:15 0:192 174 袴田 健 ハカマダ タケシ 埼玉県

1:04:47 0:513 225 田中 宏司 タナカ ヒロシ チームＲ＆Ｄ 群馬県

1:04:57 1:014 184 渋井 友隆 シブイ ユタカ ＣＭＪ自転車 埼玉県

1:06:57 3:015 331 砂田 哲司 スナダ テツジ てつじ接骨院 群馬県

1:07:27 3:316 458 山本　誠 ヤマモト　マコト Team Jam 群馬県

1:08:21 4:257 484 奥村 義広 オクムラ ヨシヒロ Ｓａｉｃｏ 埼玉県

1:08:35 4:398 407 山崎 孝俊 ヤマザキ タカトシ 長野県

1:08:57 5:019 267 茂木 靖昭 モテキ ヤスアキ ミノムシ市川 群馬県

1:09:32 5:3610 299 福澤 俊幸 フクザワ トシユキ グランデパール 群馬県

1:10:43 6:4711 483 後藤 進 ゴトウ ススム 風輪 埼玉県

1:10:50 6:5412 535 内田 潤 ウチダ ジュン 大福屋 東京都

1:11:29 7:3313 284 諏訪 正行 スワ マサユキ Ｑ 埼玉県

1:11:38 7:4214 271 酒井 宏幸 サカイ ヒロユキ ＨＡＲＰ．ＲＣ 群馬県

1:12:23 8:2715 356 越塚 信夫 コシヅカ ノブオ βエンドルフィ 群馬県

1:12:27 8:3116 316 大塚 剛 オオツカ ツヨシ オダックス埼玉 神奈川県

1:12:56 9:0017 578 小井土 千尋 コイド チヒロ 上毛レーシング 群馬県

1:13:00 9:0418 534 谷口 謙都 タニグチ ケント ０８４山岳部 埼玉県

1:13:21 9:2519 297 塩田 隆一 シオタ リュウイチ ＴＨＣＲ 東京都

1:13:21 9:2520 354 高島 誠 タカシマ マコト 千葉県

1:13:23 9:2721 287 堀川　英明 ホリカワ　ヒデアキ Le Ciel 群馬県

1:13:48 9:5222 679 藤田　潤一 フジタ　ジュンイチ 中部環境 群馬県

1:13:49 9:5323 485 小林 隆幸 コバヤシ タカユキ エンドルフィン 群馬県

1:13:51 9:5524 632 加藤 義明 カトウ ヨシアキ 上毛レーシング 群馬県

1:13:57 10:0125 871 斉藤 明彦 サイトウ アキヒコ ＳＡＺＥＲＯ 東京都

1:14:02 10:0626 358 加藤 由典 カトウ ヨシノリ 大泉高校 群馬県

1:14:11 10:1527 552 菅原 実 スガワラ ミノル ショーワ 秋田県

1:14:14 10:1828 784 斉藤 浩二 サイトウ コウジ 神奈川県

1:14:22 10:2629 709 太田 智之 オオタ トモユキ チーム風輪 東京都

1:14:38 10:4230 326 斉藤 信之 サイトウ ノブユキ ノブサップ 群馬県

1:14:46 10:5031 227 高橋 伸 タカハシ シン パナマレッズ 群馬県

1:15:04 11:0832 293 前川 俊介 マエカワ シュンスケ スバルＣＣ 群馬県

1:15:15 11:1933 734 高橋 克和 タカハシ ヨシカズ 群馬県

1:15:26 11:3034 469 牛山 純一 ウシヤマ ジュンイチ キャロ朝霞 埼玉県

1:15:42 11:4635 325 島田　光一 シマダ　コウイチ Team ARI 東京都

1:15:47 11:5136 1060 露木 繁 ツユキ シゲル 東京都

1:15:58 12:0237 541 齋藤 信一 サイトウ シンイチ Ｏｎｅｗａｙ 群馬県

1:15:59 12:0338 705 石川 宏行 イシカワ ヒロユキ 埼玉県

1:16:02 12:0639 768 山口 貴弘 ヤマグチ タカヒロ 千葉県

1:16:10 12:1440 729 神戸　仁 カンベ　ヒトシ 栃木県

1:16:13 12:1741 1245 小谷野 和彦 コヤノ カズヒコ あすか薬局 埼玉県

1:16:14 12:1842 1127 高橋 秀行 タカハシ ヒデユキ 神奈川県

1:16:18 12:2243 573 嘉瀬 康太郎 カセ コウタロウ 群馬県

1:16:20 12:2444 449 長命　弘司 チョウメイ　コウジ チーム・サノマジ 東京都
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1:16:24 12:2845 615 立川 満 タチカワ ミツル ラバネロ 東京都

1:16:30 12:3446 466 吉田 隆 ヨシダ タカシ ユニテック 群馬県

1:16:36 12:4047 347 田辺 祥吾 タナベ ショウゴ ＴＡＧサイクル 千葉県

1:16:46 12:5048 452 内川　健 ウチカワ　タケシ 神奈川県

1:16:52 12:5649 412 景山 茂 カゲヤマ シゲル 栃木県

1:16:53 12:5750 588 石原 賢一 イシハラ ケンイチ ＫＲＴ 群馬県

1:16:55 12:5951 700 佐々木 太志 ササキ フトシ 千葉道場 千葉県

1:17:02 13:0652 586 小林 修 コバヤシ オサム イロハ 埼玉県

1:17:20 13:2453 864 川南 保夫 カワミナミ ヤスオ 埼玉県

1:17:34 13:3854 751 城詰 美智晴 シロヅメ ミチハル 群馬県

1:17:37 13:4155 504 海老沼 雄二 エビヌマ ユウジ 上毛レーシング 群馬県

1:17:39 13:4356 340 荒川 利雄 アラカワ トシオ 千葉県

1:17:50 13:5457 706 雲 敦史 クモ アツシ 上毛レーシング 群馬県

1:18:02 14:0658 540 久保田 克文 クボタ カツフミ 長野県

1:18:09 14:1359 716 小林　康由 コバヤシ　ヤスヨシ 埼玉県

1:18:23 14:2760 950 飯田 実 イイダ ミノル 栃木県

1:18:36 14:4061 1018 浅田 徹 アサダ トオル Ｏｈ！Ｎｏ！ 東京都

1:18:41 14:4562 1014 竹内 和彦 タケウチ カズヒコ 日本電気 東京都

1:18:47 14:5163 531 酒井 和幸 サカイ カズユキ トサカ塾 東京都

1:18:55 14:5964 796 長谷川 耕太郎 ハセガワ コウタロウ 東京都

1:18:56 15:0065 567 宮嶋 健一 ミヤジマ ケンイチ Ｑ 埼玉県

1:19:00 15:0466 760 高田 憲之 タカダ ノリユキ 桐生走ろう会 群馬県

1:19:05 15:0967 487 西形 広之 ニシカタ ヒロユキ ＴＲＣパナマ 群馬県

1:19:07 15:1168 809 前原 淳一 マエハラ ジュンイチ βエンドルフィ 群馬県

1:19:17 15:2169 822 加藤 幸彦 カトウ ユキヒコ スズパワー 埼玉県

1:19:23 15:2770 976 小川　英彦 オガワ　ヒデヒコ クラブ パラボラ 東京都

1:19:26 15:3071 1167 村上 真一 ムラカミ シンイチ 東京都

1:19:36 15:4072 752 大野 竹生 オオノ タケオ 埼玉県

1:19:36 15:4073 1041 田嶋 良宏 タジマ ヨシヒロ 長野県

1:19:48 15:5274 218 五十嵐 信夫 イガラシ ノブオ Ｓｉｇｅｎａｌ 群馬県

1:19:51 15:5575 989 寺崎　浩行 テラサキ　ヒロユキ チームjam 群馬県

1:20:01 16:0576 865 濱本 康二 ハマモト コウジ 弩Ｍな奴等 埼玉県

1:20:11 16:1577 1092 川崎 秀 カワサキ シゲル ジーシーシー 群馬県

1:20:22 16:2678 1250 柚木 宏友 ユノキ ヒロトモ ＯＵＣＣ　ＯＢ 千葉県

1:20:24 16:2879 962 山口 善弘 ヤマグチ ヨシヒロ ニルス 茨城県

1:20:43 16:4780 901 竹内 栄一 タケウチ エイイチ 山内建設 群馬県

1:20:43 16:4781 2186 広瀬 一実 ヒロセ カズミ 埼玉県

1:20:58 17:0282 558 佐藤 昭男 サトウ アキオ 新橋０８４ 埼玉県

1:20:59 17:0383 780 広川 史典 ヒロカワ トモノリ ＢＭレーシング 千葉県

1:21:00 17:0484 1205 中林　好之 ナカバヤシ　ヨシユキ とねりん 群馬県

1:21:11 17:1585 1660 宍倉 隆一 シシクラ リュウイチ 千葉県

1:21:20 17:2486 524 神宮字 広明 ジングウジ ヒロアキ 神奈川県

1:21:23 17:2787 811 倉元 賢二 クラモト ケンジ Ａ＆ＤＣＣ 埼玉県

1:21:30 17:3488 1627 鈴木 昭弘 スズキ アキヒロ 埼玉県
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1:21:33 17:3789 1030 武藤 広勝 ムトウ ヒロカツ 埼玉県

1:21:36 17:4090 874 重成 有 シゲナリ ユウ 群馬県

1:21:38 17:4291 839 飯島 千明 イイジマ チアキ ＴＥＡＭ１９８ 群馬県

1:21:39 17:4392 1040 永井 浩二 ナガイ コウジ 群馬県

1:21:45 17:4993 1048 桑原　弘之 クワバラ　ヒロユキ I.K.D 群馬県

1:21:47 17:5194 1103 二村 孝 フタムラ タカシ ０８３１ 埼玉県

1:22:14 18:1895 1301 横田 淳一 ヨコタ ジュンイチ 東京都

1:22:19 18:2396 1655 小林 俊行 コバヤシ トシユキ 神奈川県

1:22:21 18:2597 2671 小関　克郎 コセキ　カツロウ 株式会社いなげ 東京都

1:22:29 18:3398 1184 渡辺　剛 ワタナベ　ツヨシ フリーフライト21 埼玉県

1:22:30 18:3499 978 不動　良弘 フドウ　ヨシヒロ 埼玉県

1:22:31 18:35100 431 佐藤 唯史 サトウ タダシ 晴嵐サイクリン 埼玉県

1:22:46 18:50101 1441 赤木 武博 アカギ タケヒロ メガゴキ 埼玉県

1:23:00 19:04102 1903 吉田 孝則 ヨシダ タカノリ 群馬県

1:23:00 19:04103 857 蓮尾 孝一 ハスオ コウイチ セマス新松戸 千葉県

1:23:12 19:16104 781 鍛治倉 洋平 カジクラ ヨウヘイ Ｌｉｏｎ 神奈川県

1:23:13 19:17105 1025 鈴木 浩 スズキ ヒロシ ＧＰＫ 群馬県

1:23:14 19:18106 714 今井　豊 イマイ　ユタカ チームゆみのる 群馬県

1:23:18 19:22107 1091 阿久津 昭弘 アクツ アキヒロ ＴＲＣパナマ 群馬県

1:23:18 19:22108 1022 内山 崇 ウチヤマ タカシ チーム青木 群馬県

1:23:32 19:36109 471 廣野 正也 ヒロノ マサヤ カネコイングス 東京都

1:23:48 19:52110 804 金井 克好 カナイ カツヨシ Ｄａ　Ｂｏｙｚ 群馬県

1:23:50 19:54111 763 伊藤 一帆 イトウ カズホ レザン山梨 山梨県

1:23:53 19:57112 140 高田 昭 タカダ アキラ マリアローザ 東京都

1:23:55 19:59113 3105 印南 裕二 インナミ ユウジ 神奈川県

1:24:04 20:08114 1198 矢野　崇 ヤノ　タカシ 千葉県

1:24:13 20:17115 1466 田村 尚志 タムラ ヒサシ 群馬県

1:24:13 20:17116 1095 内田 信昭 ウチダ ノブアキ 群馬県

1:24:14 20:18117 1218 深沢 寧 フカサワ ヤスシ ルート６１０ 東京都

1:24:16 20:20118 429 宇津木 利夫 ウツギ トシオ 埼玉県

1:24:16 20:20119 847 中島 隆行 ナカジマ タカユキ 輪猿ＰＴ 静岡県

1:24:19 20:23120 1621 山田 英之 ヤマダ ヒデユキ シンセキ 群馬県

1:24:21 20:25121 555 花嶋 泰弘 ハナシマ ヤスヒロ フレーチャ 茨城県

1:24:21 20:25122 1790 尾崎　慎吾 オザキ　シンゴ 東京都

1:24:25 20:29123 778 高橋 一 タカハシ マコト 奥武蔵自転車部 埼玉県

1:24:29 20:33124 946 大矢 健司 オオヤ ケンジ ゆるライド 東京都

1:24:29 20:33125 1027 小久保 大介 コクボ ダイスケ Ｒ６１０ 東京都

1:24:30 20:34126 1143 髙橋 英雄 タカハシ ヒデオ 埼玉県

1:24:31 20:35127 1544 鈴木 和哉 スズキ カズヤ 茨城県

1:24:42 20:46128 1084 瀧澤 昭美 タキザワ アキヨシ ラバネロ 埼玉県

1:24:43 20:47129 979 宇山　博行 ウヤマ　ヒロユキ KLTロードバイク 埼玉県

1:24:43 20:47130 1125 塚越 孝洋 ツカゴシ タカヒロ 群馬県

1:24:52 20:56131 2946 関根 太一 セキネ タイチ 肉食獣 神奈川県

1:24:59 21:03132 983 中沢　昭 ナカザワ　アキラ 群馬県
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1:24:59 21:03133 766 福田 正 フクダ タダシ 峠クラブ 埼玉県

1:25:02 21:06134 1545 梶原 政仁 カジワラ マサヒト 左岸会 千葉県

1:25:05 21:09135 542 小林 清 コバヤシ キヨシ カタシナセツビ 群馬県

1:25:07 21:11136 966 戸簾 雅博 トミス マサヒロ 埼玉県

1:25:10 21:14137 1055 唐澤 智 カラサワ アキラ アリゾナ会 群馬県

1:25:10 21:14138 1225 川島　和彦 カワシマ　カズヒコ とね輪 群馬県

1:25:12 21:16139 762 石塚 健一 イシツカ ケンイチ 茨城県

1:25:12 21:16140 755 佐藤 幸治 サトウ コウジ 千葉県

1:25:14 21:18141 863 木暮 晃 キグレ アキラ 伊勢崎ＴＭＫ 群馬県

1:25:22 21:26142 1042 小林 弘明 コバヤシ ヒロアキ 小林自転車店 群馬県

1:25:24 21:28143 364 守田 敬之 モリタ ヨシユキ ＺＴＴ 東京都

1:25:32 21:36144 695 神谷 正 カミヤ タダシ プツマイスター 千葉県

1:25:38 21:42145 1136 田村 悟 タムラ サトル 栃木県

1:25:44 21:48146 455 本田　浩一 ホンダ　コウイチ 埼玉県

1:25:47 21:51147 1206 古沢 克美 フルサワ カツミ 群馬県

1:25:48 21:52148 1501 茂木 雅裕 モキ マサヒロ ハルチャンママ 群馬県

1:25:52 21:56149 820 深町 邦男 フカマチ クニオ ＧＰＣＣ 群馬県

1:25:53 21:57150 1044 山田 一弘 ヤマダ カズヒロ 辰巳会 群馬県

1:26:02 22:06151 914 岩岡 寛 イワオカ ユタカ 千葉県

1:26:07 22:11152 1071 齋藤 幸雄 サイトウ ユキオ 群馬県

1:26:10 22:14153 1728 宮田 玲 ミヤタ アキラ チームへっぽこ 新潟県

1:26:27 22:31154 759 佐川 久雄 サガワ ヒサオ 双葉会サイクル 千葉県

1:26:28 22:32155 1516 高田 賢二 タカダ ケンジ 東京都

1:26:37 22:41156 572 齋藤 久士 サイトウ ヒサシ ＲＣ　ＨＯＢＯ 群馬県

1:26:38 22:42157 990 新井　秀行 アライ　ヒデユキ ちゃりん娘サポー 群馬県

1:26:40 22:44158 164 中野　裕二 ナカノ　ユウジ TANBO 千葉県

1:26:59 23:03159 1510 佐藤 直和 サトウ ナオカズ 群馬県

1:27:03 23:07160 1280 浜花 利幸 ハマハナ トシユキ ＣＳシンセキ 群馬県

1:27:03 23:07161 1765 林　卓郎 ハヤシ　タクロウ 荒川CC 東京都

1:27:03 23:07162 1517 諸 徹 モロ トオル 埼玉県

1:27:04 23:08163 1341 村上 秀信 ムラカミ ヒデノブ うまうまビール 群馬県

1:27:06 23:10164 496 武田 守令 タケダ モリヨシ パナマレッズ 群馬県

1:27:14 23:18165 1753 程田 晃一 ホドタ コウイチ 千葉県

1:27:19 23:23166 856 小俣 孝二 オマタ コウジ 神奈川県

1:27:23 23:27167 1894 大澤 厚夫 オオサワ アツオ 群馬県

1:27:24 23:28168 1537 松浦 亨 マツウラ トオル へたれ組 神奈川県

1:27:28 23:32169 791 黒岩 誠 クロイワ マコト 道路工事調整課 群馬県

1:27:29 23:33170 490 吉崎 晃禎 ヨシザキ アキヨシ パナマレッズ 群馬県

1:27:34 23:38171 806 高野 光彰 タカノ ミツアキ ＩＫＤ 群馬県

1:27:34 23:38172 888 今泉 一也 イマイズミ カズヤ 竹内園芸 群馬県

1:27:34 23:38173 741 横田 裕一 ヨコタ ユウイチ 辰巳ソフト 群馬県

1:27:37 23:41174 896 小柳 康一 コヤナギ コウイチ 晴嵐クラブ 埼玉県

1:27:39 23:43175 1841 佐藤 勝 サトウ マサル 埼玉県

1:27:39 23:43176 997 小金山　克久 コガネヤマ　カツヒサ 東京都

Page: 4 / 152017/9/24 12:11:28  POWERTAG by Matrix-Inc 



リザルト：一般男子Ｅ
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

1:27:45 23:49177 1065 高萩 直矢 タカハギ ナオヤ 福島県

1:27:51 23:55178 1220 冨川 八峰 トミカワ ヤツホ ＫＵＲＯ 東京都

1:27:54 23:58179 2189 石井 和浩 イシイ カズヒロ チャリオクン達 栃木県

1:27:56 24:00180 2113 松本 尚人 マツモト ナオト 群馬県

1:28:13 24:17181 1845 五十幡 智司 イソハタ トモジ 埼玉県

1:28:23 24:27182 1690 山本 雅芳 ヤマモト マサヨシ 多摩定自転車部 神奈川県

1:28:23 24:27183 1238 中沢 良一 ナカザワ リョウイチ ファーストバイ 埼玉県

1:28:27 24:31184 1342 井田 正 イダ タダシ 群馬県

1:28:27 24:31185 1059 井上 大介 イノウエ ダイスケ マグー 群馬県

1:28:28 24:32186 1066 丸山 満博 マルヤマ ミツヒロ モンテラック 東京都

1:28:30 24:34187 986 野口　治幸 ノグチ　ハルユキ 群馬県

1:28:32 24:36188 261 加藤 辰美 カトウ タツミ カネコイングス 埼玉県

1:28:34 24:38189 1330 近藤 良夫 コンドウ ヨシオ ＬＥＧＯＮ 群馬県

1:28:39 24:43190 2303 阿久津 宜克 アクツ ヨシカツ 東京都

1:28:40 24:44191 1693 仁平 敏秀 ニヒラ トシヒデ クラブろーたす 埼玉県

1:28:42 24:46192 522 福田 靖 フクダ タダシ 福田ぶどう園 東京都

1:28:48 24:52193 1784 櫻井　正明 サクライ　マサアキ 前橋トライアスロ 群馬県

1:28:51 24:55194 1337 杉田 直之 スギタ ナオユキ 人カファニー 東京都

1:28:53 24:57195 1006 野原　敏郎 ノハラ　トシロウ 東京都

1:28:54 24:58196 1846 小林 賢司 コバヤシ ケンジ 群馬県

1:28:56 25:00197 1276 須藤 寿生 ストウ ヒサオ 群馬県

1:29:01 25:05198 1231 渡辺 ヒロキ ワタナベ ヒロキ ＳＡＺＥＲＯ 東京都

1:29:03 25:07199 1000 久住　実 クスミ　ミノル 埼玉県

1:29:05 25:09200 1293 山田 敦久 ヤマダ アツヒサ 東洋電装 埼玉県

1:29:10 25:14201 2184 鈴木 太一 スズキ ダイチ 埼玉県

1:29:14 25:18202 1007 中尾　浩司 ナカオ　コウジ 埼玉県

1:29:30 25:34203 1093 笠原 昭男 カサハラ アキオ 群馬県

1:29:35 25:39204 1081 落合 茂 オチアイ シゲル 北風と太陽 埼玉県

1:29:44 25:48205 2614 大矢 吉仁 オオヤ ヨシヒト 埼玉県

1:29:49 25:53206 1295 田近 裕志 タヂカ ヒロシ 神奈川県

1:29:54 25:58207 1211 黒沢 貴代士 クロサワ キヨシ 群馬県

1:29:57 26:01208 1078 小池 誠 コイケ マコト 栃木県

1:30:05 26:09209 2368 青山 圭介 アオヤマ ケイスケ ＴｅａｍＡＯ 神奈川県

1:30:19 26:23210 1512 岩崎 隆夫 イワサキ タカオ ボッシュ 埼玉県

1:30:21 26:25211 753 吉田 剛史 ヨシダ タケシ アヅマＣＲＴ 埼玉県

1:30:21 26:25212 1964 岡田 幸宏 オカダ ユキヒロ 群馬県

1:30:39 26:43213 1861 浅尾 一郎 アサオ イチロウ 東京都

1:30:41 26:45214 406 中村 達弥 ナカムラ タツヤ 晴嵐ＳＣ 埼玉県

1:30:43 26:47215 1268 大河原 丞 オオカワラ ススム 神奈川県

1:30:43 26:47216 3106 鈴木 與志晴 スズキ ヨシハル 神奈川県

1:30:47 26:51217 576 桑原 幸男 クワハラ ユキオ 栗林会計 群馬県

1:30:58 27:02218 1885 青木 勝巳 アオキ カツミ サイクルヨシダ 群馬県

1:30:59 27:03219 1886 鈴木 信行 スズキ ノブユキ 神奈川県

1:31:14 27:18220 1314 鈴木 誠太郎 スズキ セイタロウ ＢＭレーシング 埼玉県
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1:31:27 27:31221 842 炭谷 明宏 スミヤ アキヒロ 東京都

1:31:33 27:37222 1504 渡辺 知夫 ワタナベ トモオ ＢＭレーシング 千葉県

1:31:34 27:38223 1387 羽鳥 節男 ハトリ セツオ サヤリーズ 埼玉県

1:31:39 27:43224 2330 菊池 健也 キクチ ケンヤ バッカナーレ 群馬県

1:31:39 27:43225 1253 関根 和男 セキネ カズオ 群馬県

1:31:47 27:51226 1114 齋藤 猛志 サイトウ タケシ 群馬県

1:31:49 27:53227 1202 森 正美 モリ マサミ 埼玉県

1:31:50 27:54228 1219 櫻井 諭 サクライ サトシ 豆サイ 神奈川県

1:31:51 27:55229 1638 増田 裕 マスダ ユタカ ガッポリーニ 埼玉県

1:31:57 28:01230 2294 久保田 裕 クボタ ユタカ 群馬県

1:32:00 28:04231 2262 渡瀬　穣介 ワタセ　ジョウスケ 埼玉県

1:32:01 28:05232 1933 根岸 亮 ネギシ リョウ 群馬県

1:32:01 28:05233 1382 郷野 進 ゴウノ ススム チーム・Ｙ 神奈川県

1:32:03 28:07234 1335 佐藤 猛 サトウ タケシ 栃木県

1:32:14 28:18235 1866 田所 洋貴 タドコロ ヒロキ Ｏ２ＴＲＣ 茨城県

1:32:16 28:20236 2077 石川 彰 イシカワ アキラ 埼玉県

1:32:22 28:26237 807 北爪 正喜 キタヅメ マサキ ＨＡＲＰ 群馬県

1:32:28 28:32238 1697 井谷 幸一 イタニ コウイチ 埼玉県

1:32:34 28:38239 599 山崎 清司 ヤマザキ キヨシ ｇｒｏｖｙ 群馬県

1:32:36 28:40240 1016 町田 純一 マチダ ジュンイチ アルトピアノ 埼玉県

1:33:17 29:21241 1228 中川 栄治 ナカガワ エイジ 江戸丸太倶楽部 東京都

1:33:26 29:30242 1096 早戸 順一 ハヤト ジュンイチ 埼玉県

1:33:28 29:32243 1997 中澤 淳 ナカザワ アツシ 東京都

1:33:29 29:33244 1161 栗原 利夫 クリバラ トシオ 天川商店 群馬県

1:33:30 29:34245 2181 相原 裕幸 アイハラ ヒロユキ 埼玉県

1:33:52 29:56246 1247 榎 裕二 エノキ ユウジ ハープ 群馬県

1:33:53 29:57247 1926 山田 克博 ヤマダ カツヒロ 群馬県

1:33:56 30:00248 1606 澤田 忠樹 サワダ タダキ ＧＲＢＣ 群馬県

1:33:56 30:00249 1390 斎藤 浩之 サイトウ ヒロユキ 石岡市 茨城県

1:34:00 30:04250 1208 安藤 純 アンドウ ジュン 群馬県

1:34:02 30:06251 1377 平松 譲治 ヒラマツ ジョウジ 東京都

1:34:05 30:09252 2687 槙田 昌之 マキタ マサユキ ヒマーズ 栃木県

1:34:08 30:12253 1868 林 卓巳 ハヤシ タクミ 群馬県

1:34:17 30:21254 1863 中島 誠 ナカジマ マコト ＯｎｅＷａｙ 新潟県

1:34:27 30:31255 1443 柴田 明広 シバタ アキヒロ 群馬県

1:34:28 30:32256 2529 井野 正剛 イノ マサタケ 群馬脊椎センタ 群馬県

1:34:30 30:34257 215 木部 貞利 キベ サダトシ ＫｉｎｇＵＲＴ 埼玉県

1:34:31 30:35258 668 山中 清司 ヤマナカ キヨシ チームりんりん 東京都

1:34:33 30:37259 1975 窪島 顕一郎 クボシマ ケンイチロウ 東京都

1:34:34 30:38260 1260 原 利男 ハラ トシオ ｂｅａｃｈｉ 埼玉県

1:34:36 30:40261 1099 山田 聖彦 ヤマダ アキヒコ なるしま 東京都

1:34:43 30:47262 1930 町村 文彦 マチムラ フミヒコ チームたなぼ 群馬県

1:34:44 30:48263 1925 岩船 仁志 イワフネ ヒトシ シクロクラブ 埼玉県

1:34:49 30:53264 1461 柳澤 彰 ヤナギサワ アキラ パナソニック 群馬県
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1:34:54 30:58265 816 寺澤 勝彦 テラサワ カツヒコ とね輪クラブ 群馬県

1:34:54 30:58266 2142 松田 健一 マツダ ケンイチ 埼玉県

1:34:56 31:00267 1967 須賀 裕之 スガ ヒロユキ ナミエ 群馬県

1:34:57 31:01268 1445 松田 和久 マツダ カズヒサ 群馬県

1:35:01 31:05269 2163 田中 博紀 タナカ ヒロノリ チームミガック 東京都

1:35:02 31:06270 1131 宮澤 克巳 ミヤザワ カツミ 美九里西小 群馬県

1:35:03 31:07271 2130 堀住 浩一 ホリズミ ヒロイチ スズパワー 埼玉県

1:35:06 31:10272 1077 桑原 隆浩 クワバラ タカヒロ チームＦ 東京都

1:35:06 31:10273 918 谷田部 邦保 ヤタベ クニヤス 千葉県

1:35:13 31:17274 1032 坪内 豊 ツボウチ ユタカ 埼玉県

1:35:13 31:17275 1384 佐藤 賢裕 サトウ タカヒロ かえる耐 群馬県

1:35:20 31:24276 1389 糸井 伸雄 イトイ ノブオ 群馬県

1:35:31 31:35277 1137 阿部 竜一 アベ リュウイチ 笑み 群馬県

1:35:33 31:37278 1622 中川 隆 ナカガワ タカシ 奥武蔵自転車部 埼玉県

1:35:33 31:37279 750 原 裕一 ハラ ユウイチ ピアチェーレヤ 神奈川県

1:35:57 32:01280 2355 久保田 政幸 クボタ マサユキ バッカナーレ 群馬県

1:36:05 32:09281 1383 須藤 敦則 ストウ アツノリ 群馬県

1:36:09 32:13282 1876 横川 博 ヨコカワ ヒロシ ＯＴＣＣ 群馬県

1:36:15 32:19283 2283 白井 宏樹 シライ ヒロキ るーと 群馬県

1:36:19 32:23284 1983 小川 裕之 オガワ ヒロユキ 東京都

1:36:31 32:35285 1602 静野 幸徳 シズノ ユキノリ 群馬県

1:36:33 32:37286 3120 石間 経章 イシマ ツネアキ エネ４ 群馬県

1:36:36 32:40287 2131 髙橋 覚 タカハシ サトル 群馬県

1:36:39 32:43288 1191 須田　克身 スダ　カツミ 群馬県

1:36:51 32:55289 1945 二十里　登 ニジュウリ　ノボル 群馬県

1:36:55 32:59290 2120 角田 裕 ツノダ ユタカ ＶＡＮＧＬＯＲ 東京都

1:36:58 33:02291 2010 君塚 尚士 キミヅカ ヒサシ フレンド善福寺 東京都

1:37:00 33:04292 1984 清水 光則 シミズ ミツノリ 下野市役所 栃木県

1:37:10 33:14293 2241 常木　孝彦 ツネキ　タカヒコ Top Wind 埼玉県

1:37:10 33:14294 1496 池田 孝史 イケダ タカシ 群馬県

1:37:19 33:23295 1525 大房 達哉 オオフサ タツヤ 千葉県

1:37:20 33:24296 2742 近藤 健 コンドウ タケシ 東京都

1:37:20 33:24297 1566 村上 幸二郎 ムラカミ コウジロウ ミチクサクラブ 埼玉県

1:37:25 33:29298 1294 時田 栄 トキタ サカエ 群馬県

1:37:27 33:31299 3461 高千穂　遙 タカチホ　ハルカ 「てくにか」自転車 東京都

1:37:36 33:40300 1991 市川 俊彦 イチカワ トシヒコ ＴＥＡＭ２５４ 埼玉県

1:37:36 33:40301 1418 村瀬 祐二 ムラセ ユウジ 東京都

1:37:38 33:42302 2285 手嶋 康弘 テシマ ヤスヒロ 群馬県

1:37:43 33:47303 2086 星 浩一 ホシ ヒロカズ オシガモＴＡＣ 千葉県

1:37:47 33:51304 1931 中林 英寿 ナカバヤシ エイジ 犬山ポタ 群馬県

1:37:57 34:01305 1828 戸ケ崎 安弘 トガサキ ヤスヒロ 芥子 群馬県

1:37:59 34:03306 1969 小代 晃久 オダイ アキヒサ 群馬県

1:38:02 34:06307 2254 茂木　栄 モキ　サカエ 群馬県

1:38:12 34:16308 2291 山口 明 ヤマグチ アキラ 群馬県
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1:38:12 34:16309 1862 塚越 康光 ツカゴシ ヤスミツ 東京都

1:38:15 34:19310 1343 松波 功 マツナミ イサオ ＧＲＯＯＶＹ 群馬県

1:38:25 34:29311 1370 田島 義明 タジマ ヨシアキ 茶々丸 埼玉県

1:38:28 34:32312 2281 峰田 孝志 ミネタ タカシ 東京都

1:38:30 34:34313 1404 小松 正 コマツ タダシ 栃木県

1:38:30 34:34314 1879 岩丸 尚人 イワマル ナオト 群馬県

1:38:37 34:41315 877 小田 高広 オダ タカヒロ 群馬県

1:38:56 35:00316 625 今井 哲也 イマイ テツヤ グルービー 群馬県

1:38:56 35:00317 1457 狩野 雅人 カノウ マサト ミノムシ市川 群馬県

1:39:05 35:09318 1381 大原 浩司 オオハラ コウジ カネハチ 埼玉県

1:39:08 35:12319 1101 角田 光禎 ツノダ ミツサダ 神奈川県

1:39:23 35:27320 3164 瀬田 享博 セタ ユキヒロ 瀬田医院 群馬県

1:39:31 35:35321 2107 藤井 隆 フジイ タカシ 群馬県

1:39:33 35:37322 1654 上野 敬 ウエノ タカシ チームかね八 埼玉県

1:39:35 35:39323 2519 櫻井 達夫 サクライ タツオ チームくろ 群馬県

1:39:40 35:44324 1980 新井 正樹 アライ マサキ スワッチ 千葉県

1:39:44 35:48325 850 鈴木 克也 スズキ カツヤ Ｄａ　Ｂｏｙｚ 群馬県

1:39:46 35:50326 1251 友部 隆志 トモベ タカシ チームニルス 茨城県

1:39:55 35:59327 1249 池田 和弘 イケダ カズヒロ ＯＴＣＣ 群馬県

1:40:02 36:06328 1792 松田　史雄 マツダ　フミオ 東京都

1:40:03 36:07329 2295 栗原　義英 クリハラ　ヨシヒデ TATSUMI 千葉県

1:40:04 36:08330 2129 新島 康広 ニイジマ ヤスヒロ ヘルメッツＲＣ 群馬県

1:40:07 36:11331 2577 川口 樹志 カワグチ タツシ 群馬県

1:40:14 36:18332 1837 斎川 雄弘 サイカワ タケヒロ 群馬県

1:40:24 36:28333 1787 豊嶋　遊戈 トヨシマ　ユウカ モンテラック 神奈川県

1:40:26 36:30334 1120 飯山 浩昭 イイヤマ ヒロアキ 群馬県

1:40:27 36:31335 1072 佐々木 大次郎 ササキ ダイジロウ 神奈川県

1:40:37 36:41336 2497 三浦 志朗 ミウラ シロウ チームドラゴン 東京都

1:40:43 36:47337 2563 山口 春好 ヤマグチ ハルヨシ 群馬県

1:40:52 36:56338 2458 船津　智正 フナツ　トモマサ 群馬VW/＠tack 群馬県

1:40:55 36:59339 2593 竹内 庄司 タケウチ ショウジ ＩＫＤ 群馬県

1:41:01 37:05340 1596 和佐田 直明 ワサダ ナオアキ 清光金型 群馬県

1:41:07 37:11341 2244 濱田　信夫 ハマダ　ノブオ ミツバサイクリン 群馬県

1:41:10 37:14342 2400 大木 敏之 オオキ トシユキ 東亜工業水泳部 栃木県

1:41:19 37:23343 1110 成田 直人 ナリタ ナオト ＴＲＣパナマ 群馬県

1:41:36 37:40344 2373 安田 輝 ヤスダ アキラ 東京都

1:41:39 37:43345 1358 齊藤 幸一 サイトウ コウイチ 六華スキー 群馬県

1:41:40 37:44346 1297 横澤 洋一 ヨコザワ ヨウイチ ノブサップ 群馬県

1:41:40 37:44347 1464 山本 和正 ヤマモト カズマサ ユニテックＲＣ 群馬県

1:41:41 37:45348 1767 塩野　當仁 シオノ　マサヒト 埼玉県

1:41:43 37:47349 2209 後藤 直美 ゴトウ ナオミ チコスヴェルデ 群馬県

1:41:45 37:49350 1283 井原 利幸 イハラ トシユキ ホットロード 静岡県

1:41:54 37:58351 2801 内藤 輝夫 ナイトウ テルオ 埼玉県

1:41:59 38:03352 2084 石原 光二 イシハラ コウジ 群馬県
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1:42:03 38:07353 2223 小山 芳幸 オヤマ ヨシユキ ＶＡＮＧＬＯＲ 栃木県

1:42:09 38:13354 2111 佐藤 正寿 サトウ マサトシ 埼玉県

1:42:12 38:16355 1871 友重 卓司 トモシゲ タクジ エコバイクＪＰ 東京都

1:42:20 38:24356 2573 林 英樹 ハヤシ ヒデキ ６１０ 東京都

1:42:22 38:26357 3266 手塚 孝幸 テツカ タカユキ うどん仲生 栃木県

1:42:28 38:32358 2150 今井 正彦 イマイ マサヒコ ＫＫＢＥＩ 神奈川県

1:42:30 38:34359 2737 茂木 忠泰 モギ タダヒロ 群馬県

1:42:40 38:44360 2782 黒沼 徹晴 クロヌマ テツハル ちーむＪＣＢ 群馬県

1:42:41 38:45361 969 大滝 忠明 オオタキ タダアキ 群馬県

1:42:57 39:01362 2276 平田　辰夫 ヒラタ　タツオ 埼玉県

1:42:57 39:01363 793 杉本 昌彦 スギモト マサヒコ チームてっぺん 東京都

1:42:58 39:02364 2219 久保田 俊樹 クボタ トシキ 埼玉県

1:43:00 39:04365 2642 萩原 義浩 ハギワラ ヨシヒロ スプラッシュ 群馬県

1:43:04 39:08366 754 金子 和幸 カネコ カズユキ はばたく会 群馬県

1:43:09 39:13367 819 田ケ谷 俊男 タガヤ トシオ ガレンジャー 埼玉県

1:43:14 39:18368 2388 牛島 輝明 ウシジマ テルアキ 東京都

1:43:26 39:30369 1436 清水 善一 シミズ ゼンイチ 群馬県

1:43:27 39:31370 2641 滝澤 家信 タキザワ イエノブ ＯＴＣＣ 群馬県

1:43:34 39:38371 2659 高橋　章 タカハシ　アキラ 群馬県

1:43:37 39:41372 2409 高田 覚 タカダ サトル 群馬県

1:43:40 39:44373 2840 山村 直嗣 ヤマムラ タダシ ＪＥＳＣ 埼玉県

1:43:42 39:46374 1877 小野 憲司 オノ ケンジ 群馬県

1:43:46 39:50375 2665 小林　浩 コバヤシ　ヒロシ しんせき 群馬県

1:43:51 39:55376 2239 渡辺　真 ワタナベ　マコト 千葉県

1:43:51 39:55377 2561 中田 陽 ナカダ アキラ 群馬県

1:44:09 40:13378 1530 高木 豊 タカギ ユタカ 桐生青果 群馬県

1:44:12 40:16379 911 深沢 直美 フカサワ ナオミ ヨシモトポール 群馬県

1:44:23 40:27380 2501 岡村 哲 オカムラ サトシ チーム久保田 千葉県

1:44:39 40:43381 2480 澁谷 輝一 シブヤ キイチ 栃木県

1:44:43 40:47382 2112 吉田 幸男 ヨシダ ユキオ 群馬惑惑倶楽部 群馬県

1:44:48 40:52383 1180 島田　渉 シマダ　ワタル BSN RAVEN 群馬県

1:44:50 40:54384 2082 渡辺 俊一 ワタナベ シュンイチ 神奈川県

1:45:00 41:04385 2584 加藤 嘉章 カトウ ヨシアキ 埼玉県

1:45:00 41:04386 1414 木暮 功 キグレ イサオ 群馬県

1:45:01 41:05387 2000 小荷田 浩司 コニタ コウジ 体力小僧友の会 東京都

1:45:17 41:21388 1770 太田　浩司 オオタ　コウジ BSN　RAVEN 愛知県

1:45:21 41:25389 2770 峯岸 茂 ミネギシ シゲル Ａｑｏｕｒｓ 群馬県

1:45:26 41:30390 2544 高橋 正彦 タカハシ マサヒコ 群馬県

1:45:38 41:42391 2016 高橋 充 タカハシ ミツル 群馬ＴＦ 群馬県

1:45:40 41:44392 2779 井上 清志 イノウエ キヨシ 隼 群馬県

1:45:41 41:45393 1996 坂本 浩之 サカモト ヒロユキ チーム駒寄 群馬県

1:45:43 41:47394 2437 武田 広行 タケダ ヒロユキ 群馬県

1:45:44 41:48395 2792 天笠 善宏 アマガサ ヨシヒロ ＮＥＣＰＣ 群馬県

1:45:45 41:49396 2298 西田 文彦 ニシタ フミヒコ ＵＲＣ 千葉県
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1:45:52 41:56397 1993 野口 射 ノグチ イトム 佐藤電設工業 東京都

1:46:10 42:14398 374 芦谷 英久 アシヤ ヒデヒサ Ｃ．Ｃ．Ｃ． 群馬県

1:46:15 42:19399 3438 黒澤　毅彦 クロサワ　タケヒコ 福島ES 群馬県

1:46:16 42:20400 2492 福田 学 フクダ ガク 東京都

1:46:21 42:25401 1310 箱 隆之 ハコ タカユキ チームサブ３ 神奈川県

1:46:34 42:38402 1097 高田 嘉章 タカダ ヨシアキ ＫＲＴ 群馬県

1:46:36 42:40403 1526 小方 清和 オガタ キヨカズ 左岸会 東京都

1:46:41 42:45404 1896 木村 義雄 キムラ ヨシオ 上毛レーシング 群馬県

1:46:45 42:49405 1450 柳沢 勝紀 ヤナギサワ カツノリ 群馬県

1:46:51 42:55406 2109 藤原 基 フジワラ モトイ マンフィルター 神奈川県

1:46:58 43:02407 373 横川 将男 ヨコカワ マサオ ＣＣＣ 群馬県

1:46:59 43:03408 1805 須賀　勤 スガ　ツトム がっちゃんず 群馬県

1:46:59 43:03409 1204 森本 信一郎 モリモト シンイチロウ 埼玉県

1:47:06 43:10410 1864 塚越 秀之 ツカゴシ ヒデユキ チームハルヒル 群馬県

1:47:06 43:10411 2031 柴本 和巳 シバモト カズミ 群馬県

1:47:07 43:11412 2028 関口 育男 セキグチ イクオ ミツバ 群馬県

1:47:12 43:16413 2396 伊比 美直 イビ ヨシナオ 山崎製パン 群馬県

1:47:17 43:21414 1340 高橋 貞光 タカハシ サダミツ とねみのる 群馬県

1:47:18 43:22415 1237 榎本 秀樹 エノモト ヒデキ 群馬県

1:47:20 43:24416 2804 鈴木 秀樹 スズキ ヒデキ 群馬県

1:47:22 43:26417 2605 吉水 英文 ヨシミズ ヒデフミ 特養　菜の花館 群馬県

1:47:27 43:31418 2749 木暮 健 コグレ タケシ 協和補償コンサ 群馬県

1:47:29 43:33419 3253 横山 浩司 ヨコヤマ コウジ 東京都

1:47:42 43:46420 1522 三友 則雄 ミトモ ノリオ 長野県

1:47:49 43:53421 1643 武藤 照正 ムトウ テルマサ 長石林道 群馬県

1:48:25 44:29422 2756 中林 毅 ナカバヤシ タケシ 東京都

1:48:29 44:33423 2502 上條 仁 カミジョウ ヒトシ とね輪クラブ 群馬県

1:48:35 44:39424 3197 大野 勝利 オオノ カツトシ 小松軍団 埼玉県

1:48:38 44:42425 3033 村上 浩臣 ムラカミ ヒロオミ 栃木県

1:48:44 44:48426 2484 横堀 耕一 ヨコボリ コウイチ 伊勢崎市役所 群馬県

1:48:44 44:48427 2365 勝山 均 カツヤマ ヒトシ 群馬県

1:48:47 44:51428 2172 中村 宏 ナカムラ ヒロシ 埼玉県

1:48:49 44:53429 2357 大島 政昭 オオシマ マサアキ 走る詩人の会 群馬県

1:48:50 44:54430 589 大塚 守 オオツカ マモル ＧＲＯＯＶＹ 群馬県

1:48:58 45:02431 2371 北岩 克彦 キタイワ カツヒコ 埼玉県

1:49:02 45:06432 387 木暮 秀樹 コグレ ヒデキ ＣＣＣ 群馬県

1:49:12 45:16433 2520 西巻 利幸 ニシマキ トシユキ ＯＴＣＣ 群馬県

1:49:16 45:20434 2658 夛田　照雄 タダ　テルオ スーパーたまちゃ 埼玉県

1:49:18 45:22435 2304 千明 富永 チギラ トミナガ 群馬県

1:49:19 45:23436 2621 吉澤 雅道 ヨシザワ マサミチ 栃木県

1:49:19 45:23437 3097 枦山 一郎 ハゼヤマ イチロウ 銀輪会 東京都

1:49:50 45:54438 2876 田中 耕二 タナカ コウジ 群馬県

1:50:01 46:05439 2337 中野 幸一 ナカノ コウイチ ＯＮＥ　ＷＡＹ 群馬県

1:50:15 46:19440 2488 鎌田 大作 カマタ ダイサク チーム００９ 東京都
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1:50:15 46:19441 2153 笹本 英明 ササモト ヒデアキ みずほ銀行 東京都

1:50:16 46:20442 2350 師岡 明人 モロオカ アキヒト 埼玉県

1:50:29 46:33443 2272 阿部　稔 アベ　ミノル メガネのイタガキ 群馬県

1:50:30 46:34444 3050 中島　正実 ナカジマ　マサミ 埼玉県

1:50:33 46:37445 2356 金井 雅之 カナイ マサユキ ＯＴＣＣ 群馬県

1:50:36 46:40446 2542 高塚 秀夫 タカツカ ヒデオ ぱんだまん 茨城県

1:50:37 46:41447 2842 平原 睦庸 ヒラハラ ノブツネ 群馬県

1:50:39 46:43448 2772 高島 健二 タカシマ ケンジ ＊とちおとこ＊ 栃木県

1:50:46 46:50449 2694 長谷川 洋 ハセガワ ヒロシ 桐生桜木小 群馬県

1:50:46 46:50450 1823 大橋 弘 オオハシ ヒロシ 大橋クリーニン 群馬県

1:50:54 46:58451 1155 吉川 泰幸 ヨシカワ ヤスユキ ｔｒｃ 群馬県

1:51:08 47:12452 1966 栗原 隆夫 クリハラ タカオ ワント 群馬県

1:51:11 47:15453 912 大上 龍二 オオウエ リュウジ 群馬県

1:51:13 47:17454 2523 柴崎 厚 シバサキ アツシ ファスバイ 埼玉県

1:51:17 47:21455 1981 山下 裕弘 ヤマシタ ヤスヒロ 神奈川県

1:51:18 47:22456 2778 小池 則之 コイケ ノリユキ 重田サイクル 群馬県

1:51:18 47:22457 1873 今井 秀和 イマイ ヒデカズ ストラップス 埼玉県

1:51:26 47:30458 2332 久保田 健司 クボタ ケンジ 夢チャリ 長野県

1:51:26 47:30459 2062 片貝 伸生 カタカイ ノブオ 群馬県

1:51:31 47:35460 2506 高橋 稔 タカハシ ミノル 群馬県

1:51:37 47:41461 2844 吹野 優 フキノ マサル 群馬県

1:51:58 48:02462 2348 樺澤 聡 カバサワ サトシ 群馬県

1:51:58 48:02463 2020 横森 智 ヨコモリ サトシ 神奈川県

1:52:07 48:11464 2035 松本 俊司 マツモト シュンジ 清水建設 群馬県

1:52:08 48:12465 1270 田部 圭介 タナベ ケイスケ 新潟県

1:52:09 48:13466 2401 桜井 孝善 サクライ タカヨシ 新潟県

1:52:14 48:18467 2540 工藤 弘幸 クドウ ヒロユキ 東京都

1:52:32 48:36468 2046 秋本 優 アキモト マサル 神奈川県

1:52:37 48:41469 1351 山崎 良是 ヤマザキ ヨシユキ ＪＡＬ 埼玉県

1:52:39 48:43470 2700 小林 洋文 コバヤシ ヒロフミ ＧＣＣ自転車部 群馬県

1:52:45 48:49471 2615 熊谷 潤 クマガイ ジュン 東京都

1:52:51 48:55472 2340 清水 直人 シミズ ナオト ＳＫＴ．ＢＣ 群馬県

1:52:56 49:00473 2630 綿貫 和志 ワタヌキ カズシ 埼玉県

1:53:00 49:04474 2796 千木良 典行 チギラ ノリユキ 群馬県

1:53:14 49:18475 1783 矢島　浩和 ヤジマ　ヒロカズ BRT 群馬県

1:53:23 49:27476 1498 山口 省自 ヤマグチ ショウジ ｄａｂｏｙｚ 群馬県

1:53:30 49:34477 1912 萬田 緑平 リョクヘイ マンダ 群馬県

1:53:40 49:44478 2343 坂西 成人 サカニシ ナルヒト とねみのる 群馬県

1:54:00 50:04479 2404 飯塚 俊直 イイヅカ トシナオ あすか薬局 埼玉県

1:54:00 50:04480 2255 長谷川　剛 ハセガワ　タケシ 群馬県

1:54:03 50:07481 2367 山田 直文 ヤマダ ナオフミ 上毛レーシング 群馬県

1:54:06 50:10482 1575 森田 武 モリタ タケシ 上尾武蔵野病院 埼玉県

1:54:07 50:11483 2503 今関 隆 イマゼキ タカシ 千葉県

1:54:08 50:12484 2730 神久 豊 シンク ユタカ ＶＷアタック 群馬県
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1:54:30 50:34485 2545 大塚 晋哉 オオツカ シンヤ 群馬県

1:54:40 50:44486 1429 松澤 信二 マツザワ シンジ マルコバ山岳会 埼玉県

1:54:47 50:51487 2769 芳野 義浩 ヨシノ ヨシヒロ 東京都

1:54:52 50:56488 2858 毛利 嘉宏 モウリ ヨシヒロ チーム１９８ 群馬県

1:54:55 50:59489 1365 下田 一弘 シモダ カズヒロ ＧＵＮＫＥＮＲ 群馬県

1:55:05 51:09490 2449 菊原 高明 キクハラ タカアキ 群馬県

1:55:06 51:10491 2657 坂本　正昭 サカモト　マサアキ HOBO　RC 栃木県

1:55:08 51:12492 3389 小川 一弘 オガワ カズヒロ 群馬県

1:55:36 51:40493 2704 吉田 正 ヨシダ タダシ 群馬県

1:55:38 51:42494 2245 新井　渉 アライ　ワタル 群馬県

1:55:44 51:48495 3102 吉澤 博光 ヨシザワ ヒロミツ サンデン 埼玉県

1:55:47 51:51496 3349 福島 重美 フクシマ シゲミ 群馬県

1:55:54 51:58497 2681 忰田　哲也 カセダ　テツヤ 自転車教室アタッ 群馬県

1:55:58 52:02498 2461 大友　政樹 オオトモ　マサキ のろげんげ 群馬県

1:56:21 52:25499 2727 山口　高史 ヤマグチ　タカシ 群馬県

1:56:34 52:38500 2628 石橋 正浩 イシバシ マサヒロ 江ノ島ぷかぷか 神奈川県

1:56:46 52:50501 2471 山本　正男 ヤマモト　マサオ クリオス 埼玉県

1:56:46 52:50502 1447 黒澤 惠一 クロサワ ケイイチ 群馬県

1:56:53 52:57503 1288 須田 知身 スダ トモミ 浜尻ジュピター 群馬県

1:56:54 52:58504 2719 若田部 健次 ワカタベ ケンジ ＮＩＣＯＬＥ 群馬県

1:56:56 53:00505 3089 渡辺　淳 ワタナベ　ジュン 神奈川県

1:56:58 53:02506 2465 小林　正幸 コバヤシ　マサユキ 群馬県

1:57:05 53:09507 2729 茂木 修 モギ オサム 群馬県

1:57:13 53:17508 743 松尾　浩司 マツオ　コウジ 神奈川県

1:57:19 53:23509 1369 加藤 浩之 カトウ ヒロユキ ＫＡＪＩＭＡ 東京都

1:57:33 53:37510 1279 佐藤 政浩 サトウ マサヒロ 茨城県

1:57:48 53:52511 2185 丸山 進 マルヤマ ススム ＴＲＣ前橋 群馬県

1:57:49 53:53512 1004 岩﨑　正 イワサキ　タダシ 群馬県

1:58:01 54:05513 3298 福田 嵩徳 フクダ タカノリ 群馬県

1:58:06 54:10514 974 伊藤　孝志 イトウ　タカシ One Way 群馬県

1:58:09 54:13515 2196 大村 暁 オオムラ サトル 群馬県

1:58:10 54:14516 1591 田辺 佳浩 タナベ ヨシヒロ チームたなべ衛 東京都

1:58:24 54:28517 2917 吉田 崇 ヨシダ タカシ ＧＳＡＳ 群馬県

1:59:00 55:04518 2052 滝川 雅博 タキガワ マサヒロ 群馬県

1:59:18 55:22519 3070 竹内　剛 タケウチ　タケシ 東京都

1:59:33 55:37520 2982 渡辺 光好 ワタナベ ミツヨシ 千葉県

1:59:44 55:48521 2236 丸橋　睦 マルハシ　ムツミ 前橋市 群馬県

1:59:52 55:56522 1282 沼上 修二 ヌマガミ シュウジ 行田ＦＣ 埼玉県

1:59:54 55:58523 3036 坂本 義範 サカモト ヨシノリ 群馬県

1:59:57 56:01524 3006 熊倉 直 クマクラ タダシ Ｖａｌｅｏ 群馬県

2:00:08 56:12525 3103 北島 克俊 キタシマ カツトシ 群馬県

2:00:19 56:23526 2713 横塚 仁 ヨコツカ ヒトシ 山野自転車部 東京都

2:00:33 56:37527 2397 加藤 靖男 カトウ ヤスオ ＫーＣ３ 群馬県

2:00:37 56:41528 2731 土屋 忠 ツチヤ タダシ 日本精工 群馬県
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2:01:34 57:38529 3155 石原 通世 イシハラ ミチヨ アイオー信金 群馬県

2:02:41 58:45530 2296 立川 俊彦 タチカワ トシヒコ ぐんまみらいＲ 群馬県

2:02:45 58:49531 3234 北川 清司 キタガワ キヨシ 新潟の会 群馬県

2:02:54 58:58532 3190 相良 昭二 サガラ ショウジ ファースト 埼玉県

2:03:03 59:07533 2391 柴田 稔 シバタ ミノル ウエルネス 東京都

2:03:15 59:19534 2728 高橋　裕 タカハシ　ユタカ 経大サイク82 栃木県

2:03:19 59:23535 2469 戸塚　栄二 トツカ　エイジ 群馬県

2:03:23 59:27536 2522 坂口 宏 サカグチ ヒロシ 群馬県

2:03:26 59:30537 2785 三浦 茂美 ミウラ シゲミ 日野新田自転車 群馬県

2:03:55 59:59538 3043 小沢　昌彦 オザワ　マサヒコ 銀輪FS 群馬県

2:04:12 60:16539 2735 大野 貢 オオノ ミツギ サイクル吉田 群馬県

2:04:12 60:16540 2702 平沼 宏一 ヒラヌマ コウイチ アッチェレ 埼玉県

2:04:19 60:23541 2602 池田 浩一 イケダ コウイチ 伊勢崎市役所 群馬県

2:04:20 60:24542 2105 刀川 泰久 タチカワ ヤスヒサ 東京都

2:04:24 60:28543 2935 北浦 功次 キタウラ コウジ 埼玉県

2:04:26 60:30544 2819 小鮒 浩幸 コブナ ヒロユキ 中内町自転車部 群馬県

2:04:30 60:34545 3111 福田 俊二 フクタ シュンジ 群馬県

2:04:41 60:45546 2758 田頭 秀巳 タガシラ ヒデミ ピアＴＴＣＣ 群馬県

2:04:50 60:54547 3412 浦野　渡 ウラノ　ワタル 群馬県

2:04:53 60:57548 2530 常見 通久 ツネミ ミチヒサ 群馬県

2:04:59 61:03549 2567 金井 利晃 カナイ トシアキ 群馬県

2:05:20 61:24550 2691 坂上 秀成 サカガミ ヒデナリ ヒマーズ補欠 群馬県

2:05:24 61:28551 2979 須藤 利夫 スドウ トシオ 大秦野学園 栃木県

2:05:34 61:38552 2808 小花 孝至 オバナ タカシ 日立ＡＭＳ 群馬県

2:05:49 61:53553 2789 新井 洋 アライ ヒロシ ＧＣＣ自転車部 群馬県

2:06:15 62:19554 2773 若林 稔 ワカバヤシ ミノル 若林技研 群馬県

2:06:31 62:35555 2324 安齋 要 アンザイ カナメ 群馬県

2:06:42 62:46556 2073 伊藤 聖治 イトウ セイジ 韮西おやじの会 群馬県

2:06:51 62:55557 3132 岡本 勤 オカモト ツトム 辰巳会 群馬県

2:07:46 63:50558 2741 田中 一幸 タナカ カズユキ ハーフムーン 埼玉県

2:08:20 64:24559 2701 高橋 常夫 タカハシ ツネオ 日立ＡＭＳ 群馬県

2:08:39 64:43560 3383 山田 浩 ヤマダ ヒロシ 群馬県

2:09:04 65:08561 2755 高橋 司 タカハシ ツカサ ジーシーシー 群馬県

2:09:37 65:41562 2765 徳江 修 トクエ オサム 群馬県

2:09:39 65:43563 2072 山下 国昭 ヤマシタ クニアキ 埼玉県

2:09:46 65:50564 1353 小池 裕 コイケ ユタカ 群馬県

2:09:58 66:02565 2555 小板橋 靖 コイタバシ ヤスシ 群馬県

2:10:14 66:18566 1088 伊藤 伸昭 イトウ ノブアキ 北風と太陽 埼玉県

2:10:15 66:19567 2450 中島 典則 ナカジマ フミノリ 神奈川県

2:10:39 66:43568 2486 佐藤 至 サトウ イタル 千葉県

2:10:54 66:58569 1132 神山 佳樹 カミヤマ ヨシキ 群馬県

2:11:10 67:14570 2655 戸丸　章夫 トマル　アキオ Team1 群馬県

2:11:23 67:27571 3312 国分 泰志 コクブン ヤスシ 小松軍団 埼玉県

2:13:00 69:04572 2932 鈴木 俊男 スズキ トシオ 群馬県
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2:13:34 69:38573 3246 中野 賢治 ナカノ ケンジ 群馬県

2:13:47 69:51574 3249 小暮　伸一 コグレ　シンイチ 群馬県

2:14:26 70:30575 3225 金古 善明 カネコ ヨシアキ 群馬県

2:14:40 70:44576 2422 嶋田 健二 シマダ ケンジ 埼玉県

2:15:01 71:05577 3121 町田 俊明 マチダ トシアキ 群馬県

2:15:31 71:35578 3286 小山 敦 コヤマ アツシ 小山歯科 群馬県

2:15:38 71:42579 2022 村田 昌幸 ムラタ マサユキ しろがね 群馬県

2:15:50 71:54580 2316 石井 主税 イシイ チカラ 埼玉県

2:16:48 72:52581 2679 鈴木　明 スズキ　アキラ KLT 埼玉県

2:17:18 73:22582 3128 稲妻地 一浩 イナヅマチ カズヒロ アイオー信金 群馬県

2:17:48 73:52583 3330 福岡　滋夫 フクオカ　シゲオ 小松軍団 埼玉県

2:18:04 74:08584 2660 古溝　勝信 コミゾ　カツノブ RCHOBO 群馬県

2:18:08 74:12585 3030 五十部 芳宏 イソベ ヨシヒロ 栃木県

2:18:08 74:12586 3012 桂 裕之 カツラ ヒロユキ 埼玉県

2:18:11 74:15587 1867 村山 秀樹 ムラヤマ ヒデキ 目立ハイテク 神奈川県

2:18:15 74:19588 1601 石森 隆 イシモリ タカシ 埼玉県

2:18:35 74:39589 3457 石渡　治 イシワタ　オサム 「てくにか」自転車 東京都

2:18:56 75:00590 2188 堀越 雅博 ホリコシ マサヒロ 千葉県

2:19:53 75:57591 2252 黒岩　誠 クロイワ　マコト 群馬県

2:20:01 76:05592 2554 中嶋 英樹 ナカジマ ヒデキ 路地裏の少年 群馬県

2:21:00 77:04593 2829 村 信幸 ムラ ノブユキ 群馬県

2:22:07 78:11594 2515 伏島 利行 フセジマ トシユキ ミツバ 群馬県

2:22:11 78:15595 3282 大﨑 賢太郎 オオサキ ケンタロウ 群馬県

2:22:17 78:21596 1318 嵐 信明 アラシ ノブアキ ヒルクラ竹内 神奈川県

2:23:30 79:34597 494 塩野 義孝 シオノ ヨシタカ ＴＲＣパナマ 群馬県

2:23:42 79:46598 142 岡庭 幸喜 オカニワ コウキ パナマレッズ 群馬県

2:23:46 79:50599 2800 田中 直樹 タナカ ナオキ 群馬県

2:23:55 79:59600 517 中田　和郎 ナカタ　カズオ TRCパナマ 群馬県

2:24:00 80:04601 2817 吉池 憲之 ヨシイケ ノリユキ 群馬県

2:24:43 80:47602 3244 松澤 均 マツザワ ヒトシ 群馬県

2:24:44 80:48603 2811 飯塚 聖士 イイヅカ マサヒト チームアクセル 群馬県

2:24:54 80:58604 1998 高橋 一司 タカハシ ヒトシ アタック 群馬県

2:25:49 81:53605 3071 伊藤　秀俊 イトウ　ヒデトシ 神奈川県

2:27:04 83:08606 3209 阿部　勇一 アベ　ユウイチ SAFETY　FIRST 東京都

2:29:05 85:09607 2071 眞塩 和則 マシオ カズノリ 群馬県

2:30:20 86:24608 2336 小谷野 哲也 コヤノ テツヤ 高崎総合医療セ 群馬県

2:30:47 86:51609 1791 前島　順二 マエジマ　ジュンジ みそじ会埼玉 埼玉県

2:30:56 87:00610 2824 西尾 明人 ニシオ アキヒト 群馬県

2:37:34 93:38611 2955 福原 隆一 フクハラ リュウイチ 福原板金 群馬県

2:38:50 94:54612 3469 莊語娟 CHUANG  /YU-CHUAN

2:40:11 96:15613 2709 福村 幸則 フクムラ ユキノリ 群馬県

2:41:04 97:08614 1577 根岸 義明 ネギシ ヨシアキ 群馬県

2:42:56 99:00615 1494 岡崎 晴夫 オカザキ ハルオ 埼玉県

2:43:11 99:15616 1564 上村 登 カミムラ ノボル カミノデザイン 埼玉県
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2:43:11 99:15617 1257 上村 渡 カミムラ ワタル カミノデザイン 東京都

2:44:26 100:30618 1273 波呂 啓介 ハロ ケイスケ 上毛レーシング 群馬県

2:44:44 100:48619 2835 面川 雅央 オモカワ マサオ 東京都

2:44:51 100:55620 3435 草間　淳 クサマ　ジュン 高崎信用金庫 群馬県

2:46:40 102:44621 3459 林　誠 ハヤシ　マコト 「てくにか」自転車 神奈川県

2:48:18 104:22622 3198 小松 哲夫 コマツ テツオ 小松軍団 栃木県

2:49:33 105:37623 2942 茶橋 健一 チャバシ ケンイチ 長野県

2:52:06 108:10624 3420 楢原 信夫 ナラハラ ノブオ 前橋バイオマス 千葉県

2:52:15 108:19625 2745 中島 克好 ナカジマ カツヨシ 群馬県

2:52:45 108:49626 3368 和田　年晴 ワダ　トシハル 群馬県

2:53:00 109:04627 2879 五嶌 信広 ゴジマ ノブヒロ 群馬県

2:54:31 110:35628 3386 伊沢 公晴 イザワ キミハル ＯＬＳ 東京都

2:55:39 111:43629 3230 土屋 精一 ツチヤ セイイチ 群馬県

2:55:50 111:54630 2894 石川 雅敏 イシカワ マサハル 群馬県

2:57:05 113:09631 3067 小林　恵一 コバヤシ　ケイイチ GE PREDIX 埼玉県

2:58:53 114:57632 3126 後藤 泰三 ゴトウ タイゾウ ｓａｉ自転車部 群馬県

3:09:39 125:43633 2079 吉田 崇 ヨシダ タカシ 群馬県
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