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38  松本エキノコックス414 山口 浩司 金井 直嗣 玉田 伸宏

渡邉 旭平

1 4:00:54.38

38 05:28.21山ピストンズ406 多賀 良成 佐竹 勝弘 菅原 一成

小栗 智子

2 4:06:22.60

36 -2LapTOMS403 松本 典宏 高橋 透 佐川 勇輝

尾崎 友哉

3 4:03:17.52

33 -5LapKOGMA Racing405 荒木 邦夫 植田 浩平 宮村 浩平

大竹 康真

4 4:08:08.99

32 -6Lapらくらくらく～ん Ace417 宮田 裕樹 榊原 龍一 相場 裕之

大池 智久

5 4:05:21.04

31 -7LapM4416 天野 広貴 平山 昌治 杉山 博規

香川 伸顕

6 4:07:31.29

30 -8Lapタピ男華theホルモン413 松井 保 松井 真由子 末廣 裕子

榮 照洋

7 4:01:44.27

30 -8Lap東海村ごった煮409 今井 英樹 中山 和茂 久米 健

柿本 圭治郎

8 4:06:50.56

30 -8Lap大垣ピストンズ  メランジュ421 山岸 真一 田辺 勝之 中井 久人

松田 修

9 4:08:44.34

29 -9LapMountain Stream M415 宮川 貴央 宮川 香織 岡田 健次

羽牟 貞幸

10 4:00:04.83

28 -10LapSBC湘南平塚（大谷商会）A419 松岡 洋 小村 克斗 畠中 健太

田中 諒

11 4:05:27.25

26 -12Lap自走１０９412 赤松 拓真 菅野 匠太 川楠 良輔

里 圭太

12 4:03:17.84

25 -13Lapおすし426 大村 太郎 齋藤 津樹 前田 陽介

和田 光央

13 4:00:26.87

25 -13LapEl Viento-J1423 田中 由浩 岩田 俊介 波多野 悠未

井原 康太

14 4:03:20.86

24 -14Lap笹川はなんかなんていうか何425 笹川 悠太 笠島 健太郎 安江 卓馬

菊池 洋史

15 4:00:47.32

24 -14Lap斜面ライダーREIWA-MIX407 林 佳克 渡辺 慎吾 山田 昌幸

斎藤 到

16 4:02:21.95

21 -17LapSBC湘南平塚（大谷商会）B418 大谷 公一 御園生 正大 武内 美由紀

杉本 典光

17 4:00:14.27

14 -24Lapサイクルショップミツワ420 塩原 光廣 伊海田 徹 田中 紀行

塩原 耀太

18 2:12:33.91

12 -26Lapサイクルショップミツワ422 齊川 祥 松野 秀一 百瀬 憲

小宮山 裕樹

19 1:44:06.17

10 -28LapSBC×AVA401 瀬谷 祐介 青山 雄一 佐伯 祐輔

関 大地

20 1:16:49.05

9 -29LapEl Viento-J2427 後藤 豪臣 山崎 愛 戸川 芳輝

高橋 歩

21 1:26:27.87

9 -29Lap國吉ってあれだよねなんかこう424 國吉 宏太朗 長谷川 貴弘 竹内 一平

深見 徹

22 1:29:14.48
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