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4  48.40km/hマトリックスパワータグ5301 アイラン フェ ホセ ヴセンテ 佐野 淳哉 吉田 隼人 28:45.58

4 00:30.57 47.56km/h宇都宮ブリッツェン5152 鈴木 譲 阿部 嵩之 大久保 陣 小野寺 玲 29:16.16

4 00:34.68 47.45km/hシマノレーシング5513 入部 正太朗 木村 圭佑 湊 涼 秋丸 湧哉 29:20.27

4 01:24.26 46.15km/hイナーメ信濃山形5474 中村 龍太郎 筧 五郎 岩月 伸夫 北野 普識 30:09.84

4 01:30.74 45.98km/hBMC Development5205 Bas Tietema Mario Spengle Lukas Spengle Sam Dobbs 30:16.32

4 01:57.30 45.32km/hGiant Alpecin5106 水谷 翔 Johanenes Ho Martijn tusvel 西村 大輝 30:42.89

4 01:58.38 45.29km/hチームUKYO5457 畑中 勇介 平井 栄一 住吉 宏太 今井 勇太 30:43.97

4 02:02.20 45.20km/hSEG Racing5258 Zhihui Jiang Marten Kooist Mathias Jorge Yannick Detan 30:47.79

4 02:35.31 44.40km/hブリヂストンアンカー5359 西薗 良太 初山 翔 LEBAS Thoma 椿 大志 31:20.89

4 05:16.31 40.90km/hTcars cycling team54210 堤 大輔 後藤 真一 村田 進 芝池 伸憲 34:01.90

4 05:36.94 40.49km/hナカガワＡＳ・Ｋ’デザインＡチ52711 東畠 信行 福田 透 下村 英男 森田 正徳 34:22.53

4 05:56.18 40.12km/hターミネータＲＴ54812 門 直道 服部 和馬 玉暉 孝幸 坂 宣寛 34:41.76

4 06:05.63 39.94km/hBECKY Fun Riders α50313 佐井 輝久 森山 修 田中 龍太朗 城島 大樹 34:51.21

4 06:32.88 39.42km/hCLOUD 9ers53114 ヒルド 玲音 金子 陽一 油浅 弘幸 山本 哲 35:18.46

4 07:23.85 38.50km/hＳａｋａｔａｎｉ　Ｂ52615 吉武 孝二 山本 裕明 松本 健司 小畑 文洋 36:09.44

4 07:59.41 37.88km/hつうばいつうＲ53316 竹田 豊 久保 和彦 中川 隆司 青山 明義 36:45.00

4 08:45.30 37.11km/hBECKY Fun Riders β53617 竹浪 芳晃 岩上 真也 田平 修三 吉田 聡 37:30.89

4 08:52.18 36.99km/hHAMMER  HEAD53718 織田 修 駒田 通明 東山 輝昭 久木田 真一 37:37.77

4 09:03.64 36.81km/hフィトンチッドRT52919 星野 賢一 丸山 泰志 作田 大祐 馬場 隆広 37:49.23

4 09:03.75 36.80km/hKochiCTC Phensimo52420 山根 大輔 小菅 隆 小松 一之 川久保 夏貴 37:49.34

4 09:09.09 36.72km/hTeam まんま53921 石津 佳也 宇佐美 真一 頼近 直純 坂田 秀貴 37:54.68

4 09:33.98 36.32km/hオール阪神チーム51822 吉田 義幸 福田 雅彦 池田 圭一郎 手塚 俊雄 38:19.57

4 09:47.97 36.10km/hナカガワＡＳ・Ｋ’デザインＣチ52123 老 昭浩 中野 智弘 余野部 卓司 吉岡 巌 38:33.55

4 09:48.85 36.09km/hナカガワＡＳ・Ｋ’デザインＢチ50824 別府 敬司 香村 裕之 前原 直幸 當麻 雄大 38:34.44

4 09:49.46 36.08km/hニコー製作所55025 河合 将吾 飯塚 晃浩 渡邊 誉大 吉田 幸司 38:35.04

4 09:58.11 35.94km/h高知C.T.C53426 長谷部 博則 刈谷 建夫 上田 芳也 井上 亨 38:43.70

4 10:24.55 35.54km/hTeam スクアドラ54927 涌本 正樹 渡辺 信行 山下 敬介 田中 実 39:10.14

4 10:51.87 35.13km/hダイワサイクル51428 川合 良典 矢野 智哉 松田 智史 涌本 麗央 39:37.45

4 10:52.33 35.12km/hMELCO UNO51129 山下 和義 助川 修 秦 一実稚 藪本 卓哉 39:37.92

4 11:01.02 35.00km/hまほロバRCリニア号51730 東 宣誓 高津 新一 冨永 敬亮 木田 準一郎 39:46.61

4 11:09.90 34.87km/h轟輪会チビデブガリオタ班52331 柘植 浩志 森 和樹 小谷 安博 辻 厚樹 39:55.48

4 11:19.16 34.73km/hLa tartaruga54132 酒井 裕也 広瀬 竜太 中嶋 一雄 40:04.75

4 12:01.66 34.13km/hナカガワＡＳ・Ｋ’デザインＥチ50233 小賀野 晃 木山 時春 山口 雄三 中村 雅行 40:47.24

4 12:30.94 33.72km/hビターエンダー51234 田村 健司 岡多 慎也 高橋 英寿 山岡 幹司 41:16.52

4 12:41.90 33.58km/hOVER REV50735 芳賀 隆 加藤 健介 深野 翔太 垰 伸一 41:27.49

4 12:53.36 33.42km/hナカガワＡＳ・Ｋ’デザインＤチ51336 村井 政美 前原 和明 宮崎 直人 稲生 衡樹 41:38.94

4 13:05.19 33.26km/hつうばいつうＧ50937 本田 日出男 伊与田 宏之 富澤 克彦 木村 昇 41:50.78

4 13:09.03 33.21km/hIBURI50638 窪田 墾 石川 昂紀 河内 良行 41:54.61

4 13:23.28 33.03km/hBECKY Fun Riders γ54339 奥田 英一 角橋 啓一郎 高坂 義行 木内 健二 42:08.87

4 13:29.21 32.95km/heruny-na53240 鈴木 弘幸 杉浦 邦男 橋田 泰伸 苅谷 崇行 42:14.80

4 14:09.92 32.43km/hサイファアスリートクラブ53841 辻川 涼兵 藤田 裕紀 堀 英雄 42:55.50

4 15:36.65 31.37km/hつうばいつうＢ52842 山中 康正 善積 誠司 清水 裕之 武井 孝平 44:22.24

4 16:43.04 30.61km/hつうばいつうＭＰ50443 福岡 正彦 羽野 正則 松下 靖弘 村上 大輔 45:28.63

4 17:52.06 29.85km/h49ers plus 1150144 柴田 潤一 早川 俊 八幡 泰弘 安藤 義明 46:37.65

4 22:20.53 27.24km/hつうばいつうＫ52245 山田 博 五角 博純 若山 則人 山下 賢仁 51:06.12

4 24:35.56 26.09km/hチーム  ソライズ51946 山本 直毅 山本 慎也 八木 風馬 高山 聖矛 53:21.15

3AutoBahnGotemba+546DNF 佐藤 尚矢 増野 祐介 杉山 雄亮 富田 浩正
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