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31  Team ARI-JITA-Over200226 有持 真人 渡辺 泰介 高塚 理

浅野 勤

1 4:00:58.53

31 05:08.6436隊隊長と愉快仲間たち211 出羽 敬人 出羽 秀多 柿本 哲治

余語 賢司

2 4:06:07.17

31 05:46.76Liter Class221 岡 拓也 山本 直樹 伊澤 広大

北川 陽太

3 4:06:45.29

30 -1Lap日野自動車サイクルクラブ 1号236 中山 誠司 西垣内 裕治 千葉 晃

福島 正明

4 4:03:34.31

28 -3Lapスピニングガレージ親子組233 田中 延和 田中 瑞稀 枝野 寛

枝野 爽汰

5 4:06:49.61

28 -3Lapベロロ子豚Z219 平塚 克彦 楠 紳一郎 山下 順

木暮 潤

6 4:07:09.92

28 -3Lapteam轍屋230 片岡 誉 田河 慎也 嘉村 憲司

上泉 慶太

7 4:11:02.86

27 -4Lapチーム・ローマン貴族215 伊藤 慎祐 永山 守 板倉 理人

鈴木 崇之

8 4:07:25.72

27 -4LapAEBPレーシング201 嶋崎 亮我 高橋 翔 大蔵 悟生

山田 愛太

9 4:07:34.51

26 -5Lapサイクルマスター☆初老オフロ237 江本 健吾 岸江 貴之 稲吉 裕章

矢野 直倫

10 4:10:08.73

25 -6LapHEART VIEW capri209 中路 崇史 中路 新大 小口 敦

高松 茉里

11 4:00:59.69

25 -6LapTCKR227 日吉 健一 廣田 光彦 山中 賢史

石倉 大義

12 4:03:11.21

25 -6LapSBC　A239 鹿嶋 優 藤本 和昭 小村 克斗

田中 諒

13 4:07:29.89

24 -7LapTeam  Drug  &   デコハチ232 大久保 佳明 渡部 浩之 成田 征之介

中平 道生

14 4:01:48.22

24 -7LapTPU cycling team OB+204 山崎 裕子 山崎 雅典 小林 忍

小林 久謹

15 4:02:33.25

24 -7Lap土地家屋調査士小池純平事務206 小池 純平 小池 哲平 竹田 元

武田 尚之

16 4:03:46.99

24 -7Lapサイクルショップミツワ235 萩原 拓朗 坂井 康昭 松野 秀一

宮下 康弘

17 4:12:51.18

23 -8LapVertex217 龍野 旭飛 垣内 優希 村越 一哉

小山 柊平

18 4:07:42.47

23 -8Lapチーム ローマン ちょい馬鹿オ216 船木 道 三ッ塚 仁志 大林 健児

樋口 純

19 4:10:33.93

22 -9LapEl-Viento 3223 中田 順也 中井 英介 松浦 浩太

大場 匡

20 4:02:40.51

22 -9Lapバナナ & オレンジ with コーヒ207 斉藤 知也 谷畑 希一 松井 保

金子 英明

21 4:07:56.91

22 -9LapSBC　B238 長島 悠貴 杉本 典光 石倉 玄太

大谷 公一

22 4:12:19.52

21 -10Lapサイクルショップミツワ234 塩原 光廣 平野 友太 百瀬 憲

小山 輝

23 4:01:21.32

21 -10Lapサッポロ一番すごい228 池田 寛 前田 陽介 大塚 一帆

鈴木 亜希

24 4:01:44.32

21 -10Lapエキサイトバイク220 濱田 竜治 早川 慎一 小西 泰明

高木 淳介

25 4:05:45.93
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21 -10Lap臼杵レーシング MTB部222 増田 昌宏 伊藤 千紘 阿部 歩

熱田 由幸

26 4:07:51.78

20 -11Lapマリンアクティブ212 林 隆治 山内 亮介 中島 正民

又井 秀人

27 3:55:33.95

20 -11LapSMBC A240 甘利 伸五 竹内 省二 山口 博

渡邊 法久

28 4:01:47.91

20 -11Lapドローンとなすび213 末廣 晃一 末廣 裕子 河辺 早和子

井上 真由子

29 4:05:47.59

20 -11LapEl-Viento 2224 岩田 俊介 荒川 善行 高橋 歩

田中 由浩

30 4:06:44.22

20 -11Lapビ・ビ・ビール225 川崎 直哉 菊池 洋史 内村 真

松尾 知歩

31 4:14:49.90

20 -11LapAWまるいちドリトス203 栗本 克敏 大倉 直人 高橋 英拓

牛込 新

32 4:15:48.75

19 -12Lap36小隊ミノむしペダル208 宍戸 稔 鈴木 和史 渡辺 崇

溝口 翔太

33 4:01:28.75

19 -12LapAWまるいちドンタコス202 原田 真央 大須賀 靖英 長澤 康平

片桐 智寛

34 4:11:12.36

18 -13Lapビール学園229 麻生 航平 原田 孝雄 金 達志

江尾 卓也

35 4:15:45.00

17 -14Lapwith B(eer)231 進士 晃啓 齋藤 津樹 笠島 健太郎

綱 駿介

36 4:13:32.53

16 -15LapNOVATA218 野畑 勇志 上村 拓真 冨士谷 豪

森崎 陽平

37 2:59:11.90

12 -19Lapビリ奪還して今年も白州行くぞ205 内藤 力 高崎 秀樹 山崎 千尋

乾 真由美

38 4:03:11.35

9 -22Lap(株)深谷産業241 山路 篤 小野寺 健 竹内 遼

佐藤 寿美

39 1:01:06.08

9 -22Lap36隊／キーチファミリー210 出羽 七帆 出羽 玲子 谷畑 一男

谷畑 忍

40 4:02:13.60

6 -25Lap麒麟華麗倶楽部214 菅野 大輔 菅野 直美 島田 昌和

小川 正記

41 54:55.97
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