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松木 功 中澤 俊貴 平林 芳一1 110 長野県 00:00.0019jagen rad 30.73

河野 元治 Antonio Lomb伊東 勝2 111 山梨県 02:08.9119Team Splash 30.20

田中 義雄 田中 大介 椎名 隆彦 奈良井 義貴3 202 長野県 -1Lap18TAEM KATSU 28.38

荒井 祥郎 志村 剛 大久保 紀明 高木 聡4 203 東京都 -1Lap18アルペンマーカーX 28.16

安藤 貴明 碓氷 芳己5 5 静岡県 -2Lap17ｃｌｕｂ　ｖｉｅｎｔｏ 27.62

小澤 雄次 野口 光生 岡林 秀樹 寺沢 直人6 201 長野県 -2Lap17Ｆｏｕｒ　Ｓｅａｓｏｎｓ 27.30

小林 廉 山下 晃和 南 秀治7 112 東京都 -2Lap17CHARIMENS 27.05

岡 央 三好 雅之8 1 岐阜県 -2Lap17富士通テンRC 26.58

長谷 直哉 宮崎 弘嗣9 14 静岡県 -2Lap179:05:00 26.27

中村 治 花村 寿彦 狩野 真里10 109 長野県 -3Lap16jagen rad 25.84

田口 智史 木戸 準一郎 鵜飼 信也11 101 東京都 -3Lap16infinita 25.39

徳永 義昭 武田 浩典12 15 長野県 -3Lap16jagen rad 25.20

竹村 右京 藤森 郁也13 18 長野県 -3Lap16ナイトホーク 24.94

前川 英紀 早川 昌宏14 9 神奈川 -3Lap16CPR Yollclimb A 24.84

平山 竜也 横田 祐 田中 奈津子15 113 東京都 -3Lap16アルペンマーカーZ 24.81

小坂 賢史 内川 道弘16 17 長野県 -3Lap16人力一家 24.76

榎本 治 本間 幸一17 22 東京都 -3Lap16多摩市役所自転車で遊ぶ会 24.65

時谷 典央 時谷 友子18 16 東京都 -4Lap15内房レーシングクラブ 24.10

栗田 厚 村山 茂 古屋 周作19 108 長野県 -4Lap15Boogie the 3rd 23.88

水口 佳彦 水口 皓太 水口 純20 102 岐阜県 -4Lap1512丁目倶楽部 23.85

伊藤 貴章 菊地 達也21 11 静岡県 -4Lap15トラッパーズ 23.65

岡登 健 小川 浩太郎22 21 千葉県 -4Lap15チームちょい早 23.65

大木 久雄 中山 和人23 2 東京都 -4Lap15AC/DC自転車部 23.22

亀岡 直幸 赤江 昌博24 4 東京都 -5Lap14A&T BSC(B) 22.42

山口 博司 塩沢 秀樹25 12 長野県 -5Lap14GP 22.12

山田 善久 鐙 浩二 飯野 賢司26 103 山梨県 -5Lap14cacti 21.77

宮川 修一郎 鳥見 直 佐宗 依吹27 106 愛知県 -5Lap14おっぱい労政　男子部 21.71

永山 徹 伊藤 重男 上田 真28 107 神奈川 -5Lap14ヒラコＢＯＮＤルーキーズ 21.45

小西 佑典 宮崎 慎29 8 神奈川 -5Lap14CPR Yollclimb A 21.14

田中 陽一郎 萩野 健太郎30 20 東京都 -5Lap14チーム影武者 21.03

足立 リカ 荒木 愛 冨田 尚美31 105 愛知県 -7Lap12おっぱい労政　女子部 19.42

佐野 博 塩沢 正紀32 19 山梨県 -7Lap12tyariｔｙａｒｉ 19.31

山本 明男 新井 順 森島 康浩33 104 東京都 -7Lap12A&T BSC(A) 18.37

山内 大介 坂川 幸司34 3 東京都 -7Lap12A&T BSC(C) 17.80

武田 直之 武田 浩子35 13 埼玉県 -8Lap11岩井商会　関東（営） 16.71
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