
1 58 川岸サイクリング・ユナイテッド
佐藤 竜也 / 嶋津 翔天

33 4:00:39.345 -

2 101 Roppongi Express

高見澤 海人 / 菊川 実紀
33 4:00:40.330 +00:00.985

3 45 クマとリクちゃん
森榮 晃彦 / 松本 陸

33 4:00:40.345 +00:01.000

4 63 Wangan Curry United

雑賀 大輔 / 石橋 利晃
33 4:00:40.400 +00:01.055

5 66 ワンニャンサイクリングユナイテッド
山口 史明 / 鵜澤 慶徳

33 4:00:42.150 +00:02.805

6 59 初石＆APEX
佐藤 忠則 / 安宅 将貴

33 4:00:42.338 +00:02.993

7 21 埼北ジジイ連合
濱田 浩孝 / 吉田 勝彦

33 4:00:43.900 +00:04.555

8 69 Roppongi EXpress

高橋 誠 / 遠藤 優
33 4:00:48.275 +00:08.930

9 125 Roppongi Express

山本 健一 / 高岡 亮寛
33 4:01:04.599 +00:25.254

10 260 イケメンアニキレーシング
安田 大希 / 大関 一輝 / 野澤 大悟

33 4:05:49.580 +05:10.235

11 1 嵐山インター練習会
鷲野 向一 / 川久保 大海

33 4:07:22.095 +06:42.750

12 79 燃え上れ俺の小宇宙
髙野 聖人 / 松井 崇

32 4:01:04.759 -1 LAP

13 98 ReVelo

小川 剛 / 山崎 響平
32 4:01:05.619 -1 LAP

14 89 RxW

藤田 丈晴 / 佐藤 史明
32 4:02:51.619 -1 LAP

15 5 H and M

牧野 奉文 / 結城 光
32 4:03:59.189 -1 LAP

16 25 構造計画研究所A
岡山 信男 / 伊藤 侑也

32 4:05:50.732 -1 LAP

17 35 チーム小田原
加藤 淳一 / 長島 悠貴

32 4:05:51.681 -1 LAP

18 78 ヒル・ホップ
佐藤 健雄 / 高村 達史

32 4:05:52.638 -1 LAP

19 2 COLORS

柴田 秀晃 / 中村 能亮
32 4:08:19.865 -1 LAP

20 226 team アサテガ三銃士
藤本 貴史 / 相原 良一 / 八重澤 明広

31 4:00:48.217 -2 LAP

21 9 ReVelo

飯塚 清貴 / 山口 直也
31 4:01:00.892 -2 LAP

22 39 群馬自転車部 ALLEGRO
角田 拓渉 / 榎本 達也

31 4:01:04.822 -2 LAP

23 265 GO!ストライダー
山内 豊和 / 根本 寛之 / 木下 顕啓

31 4:02:26.740 -2 LAP

24 306 秒速1105センチメートル
田中 宏樹 / 渡辺 裕樹 / 加藤 翔

31 4:02:27.142 -2 LAP

25 248 ARCC POWER’s

大友 守 / 細谷 直 / 千野 あゆみ
31 4:04:24.142 -2 LAP

26 912 ゲストチームC
1 / 2 / 3 / 4 / 5

31 4:05:14.388 -2 LAP

27 110 ReVelo

平松 寿典 / 森 拓真
31 4:05:24.857 -2 LAP

28 506 Team MCTC 自走の輪
小山 泰樹 / 鎌田 渚佐 / 桑野 開 / 佐藤 正祥

31 4:05:24.881 -2 LAP
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29 320 TEAM WANGUN 埼玉支部
渡辺 徹 / 濱田 修幸 / Philipp Roland

31 4:05:25.927 -2 LAP

30 504 半袖半ズボン
宇田川 塁 / 西本 健三郎 / 留目 夕陽 / 藤野 滉平 / 星野 昴

31 4:05:50.084 -2 LAP

31 95 TEAM 2人
森 将大 / 日原 彬

31 4:05:52.584 -2 LAP

32 55 落車したら会社クビ
太田 元輝 / 三角 泰史

30 3:47:28.467 -3 LAP

33 29 かねこれーしんぐ　グラタン
浜島 章浩 / 石塚 優太

30 4:00:46.732 -3 LAP

34 23 TCP

江角 駿 / 岩本 海
30 4:00:52.271 -3 LAP

35 99 GranDiver

田村 亮 / 丸井 直人
30 4:00:58.185 -3 LAP

36 117 建築系自転車部
小用 祐平 / 徳原 晋一

30 4:01:10.435 -3 LAP

37 227 Plus１Bicycles

牛島 剛之 / 菅原 拓実 / 西河 正宏
30 4:02:26.244 -3 LAP

38 83 ねもすけ
関谷 圭介 / 根本 一矢

30 4:02:26.748 -3 LAP

39 72 オダキューズ
望月 喜和 / 尾家 正洋

30 4:02:29.209 -3 LAP

40 296 BEONE VELO CLUB

石井 良 / 一原 康宏 / 和田 光弘
30 4:02:33.213 -3 LAP

41 247 武蔵野バンディット
大徳 繁騎 / 近藤 就司 / 永田 聖人

30 4:02:52.111 -3 LAP

42 65 イナーメ信濃山形
雑賀 敬子 / 高橋 瑞恵

30 4:03:17.170 -3 LAP

43 74 今日の射手座の運勢は・・・？
吉村 健央 / 松尾 正太

30 4:03:23.134 -3 LAP

44 427 RINZARU

前川 善昭 / 森田 隆太郎 / 大谷 聡和 / 中島 隆行
30 4:03:40.912 -3 LAP

45 28 かねこれーしんぐ　ハンバーグ
村松 早苗 / 鳥屋部 樹

30 4:03:59.377 -3 LAP

46 287 ArcoBaleno

片桐 慧 / 片桐 渉 / 戸丸 大地
30 4:04:04.353 -3 LAP

47 230 BSN＋α

久野 真一 / 石川 久洋 / 山崎 雅俊
30 4:04:22.572 -3 LAP

48 111 Fresh Blood Company

種澤 颯 / 片岡 徹
30 4:05:16.845 -3 LAP

49 273 FORCE 〇〇
早福 佳乃子 / 早福 寿史 / 菊池 直道

30 4:05:56.537 -3 LAP

50 57 Team 468+1 win

佐野 望 / 佐野 太陽
30 4:06:03.814 -3 LAP

51 236 さわやかレーシングA
金子 智義 / 石井 敦士 / 山口 勝秀

30 4:06:38.420 -3 LAP

52 128 ツブラーゼ　秩父
出浦 良則 / 若月 隆真

30 4:06:45.767 -3 LAP

53 404 メイドイン台湾
樋口 祐太 / 森永 諒 / 古徳 翔 / 関 優貴

30 4:07:22.217 -3 LAP

54 415 貧脚組
佐藤 祐輔 / 横山 広道 / 豊田 哲生 / 金谷 悠生

30 4:08:18.072 -3 LAP

55 312 モンスーン
佐藤 浩大 / 佐藤 千明 / 細川 奏

30 4:08:19.459 -3 LAP

56 107 ReVelo

品岡 寛 / 桑田 昂輝
29 3:53:40.873 -4 LAP
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57 88 Milbeaut

酒井 寛幸 / 大川 章
29 4:00:27.982 -4 LAP

58 75 ＴＥＡＭ輪持久業
飛田 浩之 / 飯田 健

29 4:01:00.310 -4 LAP

59 476 Cinderella Boys

花見 和哉 / 福永 健太 / 今井 希 / 村上 浩幸
29 4:01:06.263 -4 LAP

60 244 Oh☆GAL親衛隊
高橋 美保 / 南田 昌輝 / 山田 貴一

29 4:01:11.939 -4 LAP

61 115 チーム・コバリン
加藤 友昭 / 加藤 志保

29 4:01:15.611 -4 LAP

62 220 柳澤管楽器自転車部A
北浦 肇 / 高木 高志 / 真島 由朗

29 4:01:15.767 -4 LAP

63 201 OVER AGE

野澤 亮太 / 新井 正 / 廣瀬 篤
29 4:01:27.732 -4 LAP

64 253 team九　A
河田 邦広 / 南 健太郎 / 小山 博史

29 4:03:59.568 -4 LAP

65 459 Nogleis Racing Team

齋藤 耀玖 / 奥原 拓海 / 笠原 智仁 / 小林 雅史
29 4:03:59.642 -4 LAP

66 275 BSN　RAVEN　２
多田 知義 / 金子 恵司 / 大橋 虹

29 4:04:01.369 -4 LAP

67 251 レザンじてんしゃぶ
畠山 亨 / 藤田 拓也 / 内藤 大輔

29 4:04:01.713 -4 LAP

68 300 TEAM VSE Racing

野上 かい / 冠木 貴明 / 長 輝政
29 4:05:24.353 -4 LAP

69 445 KLT

先崎 薫 / 内山 秀一 / 高野 克之 / 五味 康真
29 4:05:24.525 -4 LAP

70 10 ReVeloチームF
脇田 英樹 / 藤崎 辰也

29 4:07:04.029 -4 LAP

71 13 クリナップ自転車競技部
平井 光徳 / 菊地 健史

29 4:08:29.763 -4 LAP

72 30 かねこれーしんぐ　ピッツア
宮本 博之 / 細谷 誠

28 3:47:27.904 -5 LAP

73 292 りんりん医学生C
高野 聖志 / 戸島 大輝 / 小池 朔太郎

28 4:00:06.599 -5 LAP

74 318 ピンポンゆるゆるダッシュ
柴田 翔 / 中村 大輝 / 古川 太一

28 4:00:47.842 -5 LAP

75 118 TEAM輪持久業EX
井上 純一 / 富井 晋司

28 4:01:00.283 -5 LAP

76 120 モッチーズ
持田 寛紀 / 村瀬 貴是

28 4:01:05.572 -5 LAP

77 112 EXTENDED VAX SAYAMA with PROVA

仲 大介 / 関口 玲生
28 4:01:14.670 -5 LAP

78 299 team POT

安田 陽亮 / 岩野 裕一 / 青山 一成
28 4:01:59.263 -5 LAP

79 314 jichi ing A

手塚 純樹 / 小林 和宗 / 外石 充
28 4:02:26.931 -5 LAP

80 229 teamWA！

小島 隼 / 原田 康宏 / 永島 祐太
28 4:02:27.431 -5 LAP

81 127 パレットかんのん
山口 岳 / 堀込 大樹

28 4:02:29.666 -5 LAP

82 7 NoriTaka Racing

中澤 隆行 / 小池 和紀
28 4:02:57.943 -5 LAP

83 102 MilchstrasseチームS藤
佐藤 広崇 / 須藤 望

28 4:03:20.822 -5 LAP

84 457 SIMONE

湯本 拓 / 岡本 春雄 / 小暮 敏広 / 山田 峯慶
28 4:03:23.424 -5 LAP
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85 461 急造チーム  (仮)
新村 俊弥 / 田中 禅人 / 小林 征楽 / 奥田 倫大

28 4:03:35.424 -5 LAP

86 606 成蹊大学　自転車部
大澤 康平 / 荒牧 章大 / 石川 大夢 / 高澤 惇弥 / 細越 学 / 諸富 陵

28 4:03:35.724 -5 LAP

87 77 W.R

伊藤 龍 / 工藤 陸
28 4:04:00.756 -5 LAP

88 293 授業おさぼり
塩川 亮輔 / 多田 一真 / 新田 純大

28 4:04:01.478 -5 LAP

89 213 チーム長谷川
浅田 亮 / 高根 鉄平 / 西森 潤

28 4:04:05.740 -5 LAP

90 114 FunnyRacing C

藤井 淳次 / 高間 啓彰
28 4:04:26.318 -5 LAP

91 206 柳澤管楽器自転車部Ｔ
佐々木 光 / 新保 貴之 / 村上 琢真

28 4:05:24.092 -5 LAP

92 18 KT会自転車部
荒島 謙 / 有馬 真作

28 4:05:25.252 -5 LAP

93 126 S2S

錦谷 智行 / 水野 晋宏
28 4:05:25.713 -5 LAP

94 268 EQMEN RACING

市川 明徳 / 橋本 貴文 / 坂下 孝史
28 4:05:26.232 -5 LAP

95 113 Funny Racing B

君島 和久 / 森口 愛
28 4:06:01.685 -5 LAP

96 33 かねこれーしんぐ　カレーライス
横田 泰人 / 関口 渉

28 4:06:11.033 -5 LAP

97 916 チーム日大　法学部A
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

28 4:06:37.377 -5 LAP

98 52 アラコトタカコ
齋藤 孝高 / 新井 良平

28 4:07:01.720 -5 LAP

99 246 Team Orange

坂本 昌彦 / 山口 伸一 / 福地 久
28 4:07:03.896 -5 LAP

100 450 BSN　RAVEN　１
島田 渉 / 石橋 彰 / 奥野 洵 / 土屋 清

28 4:07:04.123 -5 LAP

101 15 チームくまちゃん
石川 泰崇 / 熊田 久富

28 4:07:05.838 -5 LAP

102 238 さわやかレーシングシー
磯山 隆 / 金木 信 / 堀越 雄介

28 4:08:00.017 -5 LAP

103 62 チームNSC
佐々木 大軌 / 鈴木 惣太郎

28 4:08:20.728 -5 LAP

104 104 武蔵野銀輪団
芳賀 篤史 / 吉原 直哉

28 4:08:39.068 -5 LAP

105 31 かねこれーしんぐ　ナポリタン
石井 浩二 / 奈良 周一郎

27 3:47:26.314 -6 LAP

106 204 TEAM BINTANG JAPAN

小高 乙矢 / 千種 達也 / 園田 英一
27 4:00:02.802 -6 LAP

107 22 TPSC Team-C

岩崎 健一 / 工藤 一暁
27 4:00:20.658 -6 LAP

108 103 TEAM TEC

内田 明治 / 錦織 弘明
27 4:00:25.783 -6 LAP

109 234 Team sfida

眞田 雅史 / 藤原 拓生 / 押田 大地
27 4:00:47.728 -6 LAP

110 323 エスペランツァ
本松 直樹 / 宮川 佳久 / 天城 康久

27 4:00:57.861 -6 LAP

111 237 さわやかレーシング B
猪狩 孝 / 森居 浄史 / 宗野 勝郎

27 4:01:03.533 -6 LAP

112 96 Team Y

矢野 太郎 / 矢野 国康
27 4:01:04.302 -6 LAP
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113 124 Kaleido Scope Racing Team

田中 僚人 / 金子 文椰
27 4:01:49.752 -6 LAP

114 502 関東碧空同盟 Bチーム
有働 湧輝 / 五十嵐 直也 / 南 達哉 / 桂田 良 / 田口 侑依

27 4:01:51.802 -6 LAP

115 56 Doman Pedal 1

中川 朋彦 / 石田 憲一
27 4:01:59.927 -6 LAP

116 108 鉄下駄クラブ
木下 裕介 / 兵頭 延真

27 4:02:01.283 -6 LAP

117 210 STCスタロード　B
永沢 拓人 / 馬場 恵介 / 小山 諒

27 4:02:05.017 -6 LAP

118 441 team九 B
毛利 文昭 / 遠藤 仁 / 荻野 源 / 木村 武志

27 4:02:14.177 -6 LAP

119 443 らいでぃんぐさんず。
櫻井 裕治郎 / 櫻井 琉汰郎 / 岩谷 慎也 / 音成 快活

27 4:02:33.228 -6 LAP

120 208 グランドキャバレー
倉邉 昂佳 / 鎗井 俊宏 / 田村 尚也

27 4:02:35.373 -6 LAP

121 203 ＶＯ２ＭＡＸ　ＣＹＣＬＥＯＮ
太田 斉 / 太田 翼 / 太田 栞

27 4:02:58.392 -6 LAP

122 309 チームとよち
山下 匡彦 / 豊田 浩也 / 吉沢 健

27 4:03:05.775 -6 LAP

123 205 けいたま連合
今橋 敦 / 下山 将悟 / 橋本 幸雄

27 4:03:10.330 -6 LAP

124 285 チームＢＯＳＣＨ
山下 幸夫 / 福田 茂 / 大澤 陽一郎

27 4:03:42.459 -6 LAP

125 440 プルトラA（チームアスリート)
渡部 博之 / 市川 歩武 / 野口 勇二 / 加藤 智一

27 4:03:45.666 -6 LAP

126 420 IMSチャリ部チームA
海野 将仁 / 松下 浩宮 / 小澤 慶太 / 安藤 丈弘

27 4:03:51.709 -6 LAP

127 315 Enomoto Racing

榎本 光晃 / 丸田 亨 / 小島 迅人
27 4:03:58.150 -6 LAP

128 414 リンケージ
美濃口 正 / 郷野 進 / 櫻井 幸雄 / 藤城 昭臣

27 4:03:58.478 -6 LAP

129 418 IMSチャリ部チームB
羽田野 浩光 / 山田 耕平 / 里見 正太郎 / 轆轤 良幸

27 4:04:05.177 -6 LAP

130 429 ElecTFew Development

長谷川 卓哉 / 樫村 万代香 / 前川 広大 / 中島 浩哉
27 4:04:20.826 -6 LAP

131 217 群馬自転車部GRBO故障組
坂井 勝利 / 篠原 稔幸 / 福地 翔介

27 4:04:23.002 -6 LAP

132 222 群馬自転車部GRBO5軍
高橋 誠一 / 増渕 幹雄 / 三井田 隆造

27 4:04:31.595 -6 LAP

133 424 Team Donkou

松尾 良 / 入江 貴之 / 鈴木 賢吉 / 阿部 弘明
27 4:04:35.584 -6 LAP

134 274 BSN　Reina
福田 由美子 / 清水 優 / 奥野 麻美

27 4:05:22.771 -6 LAP

135 3 レーシングラブライド
鈴木 晶 / 小川 駿胤

27 4:05:25.541 -6 LAP

136 291 Gustare

目黒 健二 / 松崎 友輔 / 大原 章弘
27 4:05:31.603 -6 LAP

137 407 関東碧空同盟 Aチーム
加藤 圭 / 石井 加奈 / 佐藤 肇 / 田口 大樹

27 4:05:32.498 -6 LAP

138 434 チーム鉄下駄
福田 勝也 / 丸山 優太 / 濱島 竜之介 / 岡澤 響祈

27 4:05:51.736 -6 LAP

139 32 かねこれーしんぐ　ラーメン
小林 啓次 / 松澤 眞紀子

27 4:06:00.142 -6 LAP

140 221 群馬自転車部ＧＲＢＯ混合組
松本 恵 / 矢野 勝良 / ブラクバン ローレン

27 4:07:04.017 -6 LAP
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141 264 Libretto

齋藤 憲一 / 竹之内 宏樹 / 渡辺 尚徳
27 4:07:04.306 -6 LAP

142 282 let´s go cycling

久保寺 史明 / 上野 公義 / 川又 真人
27 4:07:04.705 -6 LAP

143 289 りんりん医学生B
星野 有輝 / 伊與部 隼矩 / 吉田 啓人

27 4:07:04.873 -6 LAP

144 93 ROCCA CYCLE

山口 祐 / 春名 雄介
27 4:07:27.017 -6 LAP

145 91 アビチアーモ　C.O.
水上 敏 / 土方 巌

27 4:08:28.525 -6 LAP

146 258 2T＋H

東馬 哲郎 / 平井 崇友 / 冨上 拓光
27 4:08:30.658 -6 LAP

147 455 チームNAS
藤村 浩 / 木下 和之 / 前木場 健一 / 戸田 慎吾

27 4:09:42.494 -6 LAP

148 215 TPSC Team-A

原 隆治 / 尾部 寛基 / 山丸 航平
27 4:09:44.236 -6 LAP

149 26 ノーマーク
望月 佐夢 / 望月 秀直

26 4:00:02.193 -7 LAP

150 44 Doman Pedal 2

杉下 文哉 / 川之辺 淳
26 4:00:08.111 -7 LAP

151 109 ムサシクロОＢ
水村 圭佑 / 廣井 貴史

26 4:00:19.549 -7 LAP

152 406 ジーシーシー自転車部
石田 卓哉 / 荒井 信一 / 根岸 晃 / 林 訓弘

26 4:00:54.029 -7 LAP

153 297 Milchstrasseチーム1年
白鳥 達己 / 小林 泰 / 森田 樹

26 4:01:12.369 -7 LAP

154 106 team芋けんぴ
石坂 琴美 / 松田 理帆

26 4:01:13.627 -7 LAP

155 271

松本 美智雄 / 松本 ゆかり / 高崎 正一
26 4:01:15.927 -7 LAP

156 801 ろんつくwith青鬼さん
葛西 秀政 / 武田 隼人 / 山田 翔 / 大沼 哲也 / 平山 雄 / 石田 聖夜 / 岩崎 履詠 / 伊藤 泰平

26 4:01:57.369 -7 LAP

157 508 Team EFP

名倉 晋作 / 名倉 祐美子 / 京田 知己 / 中村 慎太郎 / 田中 宏侍
26 4:02:13.732 -7 LAP

158 241 ほんだら連合
清田 幸春 / 小宮 治久 / 小宮 正治

26 4:02:19.322 -7 LAP

159 290 アビチアーモ　TTC
今井 聖一 / 斎藤 誠 / 杉原 弘祐

26 4:02:20.787 -7 LAP

160 34 TBC2

井手 秀平 / 益山 龍雄
26 4:02:30.564 -7 LAP

161 207 チームにゃびっと
鈴木 茂之 / 小林 誠 / 盛田 瑞穂

26 4:02:35.197 -7 LAP

162 202 plaza

松本 大輔 / 正木 善和 / 鈴木 健吾
26 4:02:35.513 -7 LAP

163 408 関東碧空同盟 Cチーム
戸水 康介 / 矢尾 学 / 芹澤 仁美 / 中山 康

26 4:02:36.873 -7 LAP

164 214 Team Nexus

横山 貴史 / 斎藤 裕紀 / 曽根原 亮
26 4:02:43.064 -7 LAP

165 270 ぽにょ～部
小倉 のぞみ / 澤川 伸雄 / 川辺 俊介

26 4:02:55.115 -7 LAP

166 12 クリナップ自転車競技部
柴野 寛秀 / 岩田 浩典

26 4:02:57.849 -7 LAP

167 310 池袋サンデーライダーズ／Cチーム
岡村 隆次 / 大岩 征人 / 前原 憲治

26 4:03:14.474 -7 LAP

168 277 FORCE-Kuma

守分 雄治 / 浅井 今日子 / 神林 麻里
26 4:03:19.326 -7 LAP
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169 501 TEAM SSS

佐々木 亮輔 / 岩男 義明 / 上野 博之 / 廣江 洋介 / 戸部 直基
26 4:03:34.474 -7 LAP

170 426 凡人()と愉快な仲間たち
小島 唯 / 決戦用 パーマ先輩 / 本多 杜萌 / 石塚 成美

26 4:03:35.818 -7 LAP

171 431 チョコっと愉快な仲間達
岩沢 明博 / 神徳 慎太郎 / 星野 升美 / 国分 亮

26 4:04:04.447 -7 LAP

172 53 私立ウルトラセクシー高等学校新宿2丁目店
田坂 圭吾 / 中村 元紀

26 4:04:07.771 -7 LAP

173 71 rock'n'roadies JINDAI HS

長谷 秀之 / 堂前 雅史
26 4:04:08.267 -7 LAP

174 209 STCスタロード　A
林 美貴雄 / 横島 勉 / 小出 裕樹

26 4:04:14.634 -7 LAP

175 319 FunnyRacingA

川上 靖博 / 石黒 雄太 / 栗本 拳
26 4:04:26.064 -7 LAP

176 317 jichi_ing_2

岩佐 英範 / 佐田 睦 / 秦野 勇
26 4:04:40.763 -7 LAP

177 473 LatPullDown

鈴木 智之 / 羽毛田 泰誠 / 牧原 広知 / 本家 広隆
26 4:04:57.529 -7 LAP

178 211 チームブリオ
早瀬 克雄 / 早瀬 遼太朗 / 三浦 晶

26 4:05:24.927 -7 LAP

179 232 群馬自転車部GRBO紅組
土屋 ひさぎ / 久保田 なつき / 新井 真心

26 4:05:56.752 -7 LAP

180 17 GoldForest

森田 秀人 / 金子 勝洋
26 4:06:20.474 -7 LAP

181 462 砂チャリ
桑原 孝幸 / 朝倉 義之 / 野田 達也 / 金子 務

26 4:06:41.486 -7 LAP

182 601 パン☆ミックス
橋本 尚明 / 松尾 龍生 / 白子 一章 / 森本 亘 / 赤瀬 壮作 / 原田 壮

26 4:07:10.330 -7 LAP

183 412 TomHal

高野 直美 / 鈴木 春夫 / 桜井 達也 /
26 4:07:25.556 -7 LAP

184 466 Nice Ass K.K.

鈴木 康介 / 滝川 翔太郎 / 柴田 大樹 / 松村 尚
26 4:08:01.478 -7 LAP

185 27 関東医学生連合平坦支部 聖マリ・東邦
関根 大地 / 齋藤 創一郎

26 4:08:28.482 -7 LAP

186 607 くじら部　
宮田 昌宏 / 井上 寛之 / 佐々野 翔 / 瘧師 崇弘 / 篠崎 朋岳 / 門西 省吾

26 4:08:39.478 -7 LAP

187 11 Jitetsukai

松原 哲哉 / 遠藤 一博
26 4:09:09.193 -7 LAP

188 281 KCC

中山 仁 / 高橋 瑞希 / 秋山 大佑
26 4:09:10.619 -7 LAP

189 263 rock'n'roadies NDL TOMINE

坂巻 忠洋 / 遠峰 弘 / 石田 裕人
26 4:09:46.302 -7 LAP

190 84 生ハムメロン-生ハム抜き-
森田 祐司 / 藤田 尚興

26 4:10:13.822 -7 LAP

191 278 LFB racing team グー組
松田 一樹 / 歌川 貴則 / 渋谷 新

26 4:10:43.904 -7 LAP

192 257 C.B,C

山田 智輝 / 酒井 慶太 / 酒井 耀
26 4:11:08.287 -7 LAP

193 233 群馬自転車部ＧＲＢＯ teamＴＴＴ
土屋 竜也 / 田中 哲郎 / 川島 稔尋

25 3:47:28.248 -8 LAP

194 267 うさぎさんちーむ
佐々木 寛典 / 齋藤 祥 / 金子 泰士

25 4:00:12.478 -8 LAP

195 465 Nice Ass K.K.

板橋 聡 / 馬場 通彰 / 中村 拳也 / 川上 夢
25 4:00:52.033 -8 LAP

196 119 Z.Z.Z.通勤CLUB
川村 淳司 / 上田 康弘

25 4:00:56.654 -8 LAP
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197 403 Team O.C.C

藤井 穣 / 山崎 智久 / 阿部 洋 / 戸出 光一
25 4:01:03.904 -8 LAP

198 16 風沢密教式爆音真言
山添 岳人 / 海方 清史

25 4:01:06.342 -8 LAP

199 430 三バカのロード揃っちゃった
永島 美樹 / 細田 美子 / 村田 海太郎 / 寺門 望

25 4:01:09.052 -8 LAP

200 435 前から後ろから
谷部 剛史 / 谷部 翔 / 谷部 泰三 / 谷部 栄

25 4:01:15.345 -8 LAP

201 276 Asaka.C

千葉 裕太 / 野島 陽太 / 松本 健太
25 4:01:57.244 -8 LAP

202 280 KCC

吉野 雅之 / 加納 康紀 / 宮島 孝広
25 4:01:59.345 -8 LAP

203 439 PMC RACING TEAM

松田 英典 / 松田 正典 / 松田 知典 / 松田 幸典
25 4:02:00.822 -8 LAP

204 603 STAR ROAD

田代 菜穂子 / 田代 太一 / 菅野 伸和 / 北谷内 翔太 / 七谷 文啓 / 本田 尚希
25 4:02:04.166 -8 LAP

205 60 T

高橋 光貴 / 行武 篤志
25 4:02:10.740 -8 LAP

206 470 さとたんけい
金田 歩夢 / 坂本 興希 / 阿部 玲亜 / 田制 輝一

25 4:02:13.408 -8 LAP

207 87 RJチャリ部
鏑木 浩 / 山田 剛

25 4:02:20.256 -8 LAP

208 509 酸っぱマンズ
見廣 雄一 / 鍋山 祥吾 / 長谷川 大樹 / 服部 優磨 / 足立 上明

25 4:02:28.189 -8 LAP

209 305 Black Rimsα

岸本 大輔 / 森 和之 / 関 新
25 4:02:32.509 -8 LAP

210 605 荒川自転車協会
近藤 典弘 / 武居 伸彦 / 清水 陽介 / 大塚 雅規 / 由比 英士 / 萩野 勝

25 4:02:50.814 -8 LAP

211 272 チーム水樹～奈々さま愛する会～
小嶋 敬二 / 栃山 恭平 / 坂本 憲司

25 4:02:57.033 -8 LAP

212 307 I H I

平沼 清孝 / 飯塚 義一 / 池田 順一
25 4:03:34.912 -8 LAP

213 286 武志郎
米山 陽一郎 / 村本 武則 / 関田 好志

25 4:03:37.263 -8 LAP

214 316 篠原キダテ　チーム
斎藤 秀伸 / 大塚 毅 / 星 雄樹

25 4:03:50.658 -8 LAP

215 259 チームPT.OT
関川 陽平 / 太田 雅則 / 菅生 貴利

25 4:04:00.002 -8 LAP

216 413 TPSC Team-P

Rommel Cabacungan / Cala Charles / Alberto S. Dela Cruz / Datu Darwin Ringat

25 4:04:06.974 -8 LAP

217 438 武蔵野バンディット
伊藤 敏幸 / 影山 元太 / 井上 寛之 / 鈴木 崇

25 4:04:12.416 -8 LAP

218 911 ゲストチームB
1 / 2 / 3 / 4 / 5

25 4:04:16.193 -8 LAP

219 428 チコ軍団
橿本 浩一 / 岡本 健二 / 正田 克大 / 正田 萌美

25 4:04:21.123 -8 LAP

220 480 Windmill

松岡 昌奇 / 佐々木 博基 / 松尾 新吾 / 豊崎 真道
25 4:04:27.334 -8 LAP

221 224 TOBU bicycle culb

藤崎 智成 / 五十嵐 正一 / 山下 竜也
25 4:04:27.607 -8 LAP

222 460 のんびりライド
小野 孝浩 / 服部 剛 / 深瀬 辰男 / 横田 光範

25 4:04:31.232 -8 LAP

223 311 CLARION-1

羽賀 浩良 / 小山 洋明 / 藤原 廣司
25 4:04:33.318 -8 LAP

224 295 Milchstrasse 基礎工
嘉山 裕紀 / 宮田 敬充 / 高原 昌平

25 4:04:41.572 -8 LAP
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225 905 VOICYCLE～声優自転車部～
野島裕史 / 伊藤健太郎 / 勝 杏里

25 4:04:41.802 -8 LAP

226 302 鉄下駄クラブ　タレゲンカウ
廣石 勇樹 / 内藤 元貴 / 仁科 英和

25 4:05:03.822 -8 LAP

227 262 Damerini迅速
佐藤 文保 / 桜井 潤 / 小野田 和眞

25 4:05:57.271 -8 LAP

228 402 POSEIDON#1141877

新井 佳二郎 / 小市 勇人 / 小山 太郎 / 前原 一範
25 4:06:04.595 -8 LAP

229 419 柳澤管楽器自転車部B
佐藤 幸宏 / 水上 英智 / 村越 聖 / 町田 実

25 4:06:13.021 -8 LAP

230 301 チーム森
山門 啓太 / 森 孝一 / 岡田 康男

25 4:06:47.631 -8 LAP

231 254 NDKサイクル部B
大島 昇 / 柿沼 久美 / 吉川 直輝

25 4:07:07.853 -8 LAP

232 47 あらいぐま
金井 岳 / 福田 英右

25 4:07:09.115 -8 LAP

233 452 Asaka.U

池田 佳奈美 / 臼倉 隆史 / 高橋 宏 / 小島 一政
25 4:07:57.193 -8 LAP

234 448 へるマート5ｍｍ
佐藤 洸樹 / 内野 裕樹 / 髙野 允人 / 清宮 健吾

25 4:08:04.142 -8 LAP

235 417 メイドさん学科自転車部
小島 巧 / 石川 倫光 / 渡辺 裕介 / 賀佐 義勝

25 4:08:22.529 -8 LAP

236 447 温い麦酒レーシング
森谷 良平 / 森 友希 / 野村 和樹 / 寺澤 侑哉

25 4:08:28.084 -8 LAP

237 308 ひ●こっこ倶楽部
飯村 美穂 / 石田 枝里奈 / 黒川 涼太

25 4:09:32.650 -8 LAP

238 518 Team:RideOut

篠田 耕一 / 藤井 亮彦 / 大内 凌太 / 三井 崇也 / 末永 周平
25 4:09:36.627 -8 LAP

239 313 Z.Z.Z.通勤CLUB＠
深澤 健三 / 清水 利憲 / 根本 勉

25 4:09:47.146 -8 LAP

240 294 NTRacing

渡辺 正記 / 安達 愼 / 小林 桂
24 4:00:08.666 -9 LAP

241 266 かめさんちーむ
河野 晋悟 / 小南 瑠璃 / 大澤 光典

24 4:00:15.568 -9 LAP

242 515 Team　SEKITOBA
石原 鉄也 / 藤田 勉 / 菊田 勝則 / 木谷 一隆 / 大畑 敦司

24 4:00:17.486 -9 LAP

243 239 いい塩梅アダルトチーム
瓦井 宏幸 / 安倍 豊樹 / 高木 義弘

24 4:00:18.900 -9 LAP

244 604 チャリ部グループライン
勝村 明美 / 仲山 将規 / 仲山 真木 / 江端 丈二  / 近藤 英治 / 川村 広一

24 4:00:34.134 -9 LAP

245 298 チームＫ
角田 邦彦 / 角田 航 / 菊地 弘樹

24 4:01:04.185 -9 LAP

246 453 Asaka.S

斉藤 純 / 飯泉 博明 / 相澤 辰実 / 松尾 賢治
24 4:01:16.295 -9 LAP

247 80 ALCIONE

渡部 誠二 / 安齋 恵一
24 4:01:22.990 -9 LAP

248 914 コスプレイモードA
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

24 4:01:36.447 -9 LAP

249 82 LFB racing team パー組
駒崎 慎也 / 川村 真士

24 4:01:48.052 -9 LAP

250 68 31.6トレインA
天野 大志 / 松原 慎

24 4:02:00.654 -9 LAP

251 471 A's Road

山本 大輔 / 荒井 克巳 / 赤堀 勝義 / 石下 晋平
24 4:02:03.013 -9 LAP

252 446 KASUらいだーす
岡崎 隆覚 / 中野 大輔 / 岡本 和也 / 大野 瞬

24 4:02:06.013 -9 LAP
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253 304 Black Rims

黒木 伸一 / 後藤 聡 / 上床 響
24 4:02:19.642 -9 LAP

254 40 team Raleigh

伊藤 武男 / 伊藤 優次郎
24 4:02:54.537 -9 LAP

255 464 KCC

新井 正通 / 根井 裕規 / 桶谷 祐平 / 冨永 崇文
24 4:02:54.849 -9 LAP

256 463 内海自転車部
内海 章 / 近藤 慎一郎 / 川越 智勇 / 坂田 龍太

24 4:03:53.513 -9 LAP

257 444 熱児命鉄斗
笹本 憲一 / 志々目 佳季 / 篠田 正春 / 荒木田 薫

24 4:03:56.564 -9 LAP

258 467 RIGHT

坂下 幸夫 / 村田 浩一 / 中居 敏一 / 袴田 一
24 4:04:27.416 -9 LAP

259 421 ちゃりん娘SP
伊藤 益義 / 上山 英治 / 早勢 誠 / 野中 弘樹

24 4:04:34.884 -9 LAP

260 42 お風呂入るときゃ皆裸
木下 泰孝 / 木下 大誠

24 4:04:37.748 -9 LAP

261 517 P社チャリ部
工藤 泰 / 市川 明彦 / 青栁 浩史 / 堀江 泰央 / 山下 正博

24 4:04:39.693 -9 LAP

262 456 ㈱しゃかりきコンサルタント
佐久間 貴人 / 本田 渓介 / 山崎 義典 / 松戸 一真

24 4:04:40.017 -9 LAP

263 405 金子大介親衛隊 with M
橘 静香 / 櫻井 優気 / 谷田部 友理 / 戸井田 直子

24 4:05:23.392 -9 LAP

264 61 クセハウス
佐藤 慎弥 / 藤原 隆史

24 4:05:29.470 -9 LAP

265 608 チームそらまめ
伊藤 風起 / 小川 晃生 / 沖田 紀之 / 元 志宏 / 長谷部 裕之 / 加藤 勝大

24 4:05:49.802 -9 LAP

266 97 ゆるぽたえんでゅーろ
寺田 佳輔 / 小宮 尊士

24 4:05:54.939 -9 LAP

267 442 NDKサイクル部A
小菅 靖之 / 小菅 竜司 / 袴田 悠揮 / 藤垣 智紀

24 4:06:09.092 -9 LAP

268 321 チームK.H.
林 和樹 / 林 航平 / 松田 元気

24 4:06:13.717 -9 LAP

269 449 Ebry

高橋 若葉 / 金井 亮 / 田中井 紀章 / 今村 博之
24 4:06:30.138 -9 LAP

270 261 Damerini強力
三好 克幸 / 佐藤 淳也 / 長谷部 一樹

24 4:06:44.588 -9 LAP

271 422 ナカノ銀輪隊ー１
田中 章良 / 内田 和俊 / 土佐 一希 / 牛尾 健太

24 4:06:47.170 -9 LAP

272 67 cojica

澤田石 亜紀 / 澤田石 靖之
24 4:06:48.181 -9 LAP

273 411

甲神 良尚 / 野崎 将孝 / 小林 康浩 / 坂本 裕則
24 4:06:50.877 -9 LAP

274 468 mouse

萩原 光希 / 根 勇輝 / 横松 充 / 麻木 奨
24 4:07:03.095 -9 LAP

275 454 Asaka.Y

山崎 雅之 / 板坂 伸哉 / 田原 亮 / 加藤 真吾
24 4:07:04.459 -9 LAP

276 46 Team Sidewinder

妻神 義一 / 渡辺 晋
24 4:07:31.318 -9 LAP

277 423 ナカノ銀輪隊　Ｖ
久島 一昭 / 玉澤 健吾 / 尾関 正博 / 深井 秀樹

24 4:07:32.638 -9 LAP

278 85 NUMAZUNZUN

野 達郎 / 大平 健太
24 4:07:57.549 -9 LAP

279 14 県立柏自転車競技部
春川 幸太 / 青柳 杜洋

24 4:08:02.908 -9 LAP

280 433 ゆるポタ同好会
岩堀 儀樹 / 関塚 陽平 / 根津 崇史 / 尾花 篤

24 4:08:18.974 -9 LAP
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281 86 小鉄　吉
遠藤 吉文 / 遠藤 孝代

24 4:09:27.373 -9 LAP

282 279 KCC

加藤 大貴 / 小井戸 雄一 / 志賀 隆一
24 4:09:31.345 -9 LAP

283 216 N&T's

堤 康之 / 堤 千加子 / 日坂 弥
24 4:09:34.072 -9 LAP

284 228 TEAMかんのんだれ
金子 敦也 / 清水 大空 / 山下 大希

24 4:09:34.490 -9 LAP

285 908 ポタガール
橋本弘子 / Eiko / 栗原育美

24 4:10:06.697 -9 LAP

286 245 玉中卓球部
村上 昇平 / 佐藤 隆志 / 井河 壽雄

24 4:11:02.201 -9 LAP

287 36 サイコパス界隈自転車部
小野 真嗣 / 神田 宇朗

24 4:11:09.677 -9 LAP

288 505 プロパティローディーズ
福井 和寿 / 津守 博通 / 小川 雅夫 / 居内 秀樹 / 西 宏和

23 4:00:20.685 -10 LAP

289 70 フルハウス
山崎 明利 / 橋口 健

23 4:01:53.381 -10 LAP

290 81 ALCIONE

大橋 良晃 / 松本 秀夫
23 4:02:11.685 -10 LAP

291 469 チームTYT
伊藤 由典 / 森本 裕司 / 山下 美智子 / 坂本 孝之

23 4:02:23.814 -10 LAP

292 8 芝浦ラウンダーズ
田中 隆太 / 長江 美果

23 4:02:42.021 -10 LAP

293 225 team 4u やんわり隊
三浦 伸敏 / 落合 桂司 / 小山 英明

23 4:03:02.494 -10 LAP

294 19 マナティーズ
今田 淳一 / 犬塚 裕美

23 4:03:08.736 -10 LAP

295 252 パワーズ
広瀬 幸夫 / 植田 浩文 / 仲俣 達也

23 4:03:15.092 -10 LAP

296 129 チームにょろにょろ
内田 康裕 / 内田 重信

23 4:03:45.224 -10 LAP

297 288 小鉄 福
櫻井 智子 / 覚張 正樹 / 柴崎 直丈

23 4:04:58.873 -10 LAP

298 123 HONMA CYCLE CLUB

榎本 恵多 / 高梨 愛子
23 4:05:01.943 -10 LAP

299 122 HONMA CYCLE CLUB

本間 大樹 / 佐々木 真美
23 4:05:02.131 -10 LAP

300 105 Team Slow-Down

小日向 孝太 / 大塚 慎太郎
23 4:05:21.338 -10 LAP

301 90 チームSAフック
菊池 幸平 / 小野寺 俊介

23 4:05:21.842 -10 LAP

302 231 田柄小おやじの会・自転車部
加藤 浩 / 國井 透 / 柴田 寛文

23 4:05:22.056 -10 LAP

303 472 Black Rims

藤澤 秀男 / 谷貝 和俊 / 平泉 有樹 / 井上 太地
23 4:05:56.193 -10 LAP

304 474 CLARION-2

五十嵐 正文 / 大坂 公男 / 小田 雅絵 / 横関 敏和
23 4:06:07.236 -10 LAP

305 322 チーム亀仙人ず１
平林 達二 / 白鳥 博基 /

23 4:06:08.767 -10 LAP

306 510 PSG R

佐藤 貴志 / 小柳 敏則 / 網中 良輔 / 渡海 博 / 赤坂 恭一
23 4:06:12.017 -10 LAP

307 6 鉄鹿探検旅団
大倉 宏一郎 / 山崎 幸作

23 4:06:15.369 -10 LAP

308 409 TEAM ICc

吉村 将 / 吉村 充広 / 石井 隆史 / 萩原 昭仁
23 4:06:20.916 -10 LAP
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309 519 Team CSB

榊原 淳一 / 梶野 公宏 / 栃本 範夫 / 永吉 起矢 / 谷村 裕樹
23 4:06:49.404 -10 LAP

310 401 チームゆたんぽ
原田 雄高 / 原田 薫 / 森 勇祐 / 森 恵

23 4:07:07.900 -10 LAP

311 243 UDTチャリ部チームMD
岩田 雅美 / 三浦 健司 / 望月 武文

23 4:07:44.572 -10 LAP

312 479 ポンコツ
吉田 将理 / 香西 統太 / 岩階 章 / 高鳥 悠暉

23 4:08:17.263 -10 LAP

313 514 Team おじさんズ
宮地 一樹 / 太田 隆夫 / 柏木 明彦 / 豊岡 正樹 / 本田 雄一

23 4:08:41.592 -10 LAP

314 425 大森カズダンサーズ
青塚 伸孝 / 田中 嘉昭 / 石田 貴康 / 加園 直也

23 4:08:57.506 -10 LAP

315 284 ミルビューレーシング
小澤 宏智 / 滑澤 桂 / 野瀬 尚史

23 4:09:01.170 -10 LAP

316 240 いい塩梅ヤングチーム
栗原 啓 / 横田 悟 / 遠藤 涼輔

23 4:09:09.662 -10 LAP

317 223 team 4U ほんわか隊
横山 敏洋 / 井口 享一 / 細野 光晴

23 4:09:31.939 -10 LAP

318 116 うどんうどんうどんうどんうどん
光山 達紀 / 村岡 直樹

23 4:09:36.818 -10 LAP

319 520 プルトラB（チームお笑い）
山崎 敏一 / 福谷 英昭 / 三上 敦史 / 佐藤 雅信 / 梅村 和也

23 4:10:03.345 -10 LAP

320 436 倶楽部Ｇ３
和田 裕介 / 清宮 満 / 森 擁雄 / 小島 一俊

22 4:00:37.685 -11 LAP

321 481 酒乱
内川 翔平 / 赤塚 祐樹 / 伊森 圭亮 / 内倉 健

22 4:02:16.537 -11 LAP

322 432 弁護士ドットコム
若月 竜也 / 薄井 敏臣 / 臼井 友恵 / 瀬戸口 光宏

22 4:02:26.365 -11 LAP

323 256 31.6トレインb
小林 泰斗 / 馬塲 晃司 / 川邉 友昭

22 4:02:30.994 -11 LAP

324 48 UDTチャリ部チームHD
加藤 栄一 / 飯田 幹

22 4:04:24.654 -11 LAP

325 458 KF Riders

溝内 達也 / 松本 宗道 / 村上 智香 / 井上 恵一
22 4:04:48.275 -11 LAP

326 242 チーム亀仙人ず２
大塚 孝治 / 菅山 紀晶 / 野本 未築二

22 4:07:06.310 -11 LAP

327 516 Team Looop Circulators

篠原 匠 / 中田 陽子 / 與儀 真吏 / 鈴木 康友 / 山本 真紀
22 4:07:35.275 -11 LAP

328 507 武蔵野バンディット
新野 新一郎 / 谷内 創 / 土屋 敦司 / 鈴木 祐大 / 青山 尚希

22 4:07:46.795 -11 LAP

329 478 文系女子大生
麻生 萌泉 / 古澤 美保 / 前田 波奈 / 沢野 史歩

22 4:08:30.009 -11 LAP

330 283 ALCIONE

渡部 祥子 / 八坂 真里 / 増田 慎也
22 4:09:07.943 -11 LAP

331 451 男研自転車競技部
杉崎 浩二 / 北澤 弘稔 / 野口 洋平 / 長島 芳輝

22 4:09:47.189 -11 LAP

332 410 ★我らの後にはＤＮＦだけなのか？
安田 誠一 / 早房 長浩 / 本田 堯 / 安田 健次

22 4:09:57.924 -11 LAP

333 437 上木オヤジーズ
小林 学 / 荒居 弘昭 / 北村 昭彦 / 濱本 康

21 3:48:26.357 -12 LAP

334 513 H2OGK

大久保 明彦 / 河合 宣宏 / 後藤 陽二郎 / 深水 一生 / 半谷 哲
21 4:00:34.146 -12 LAP

335 218 構造計画研究所B
岡山 佐和子 / 齋藤 光広 / 野村 愛和

21 4:00:57.759 -12 LAP

336 38 もりてつＡ
佐藤 雄孝 / 横田 憲司

21 4:02:44.935 -12 LAP
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337 477 池袋サンデーライダーズAチーム
多久和 紀行 / 野中 未央 / 堀川 雄司 / 安達 浩子

21 4:03:14.463 -12 LAP

338 512 YAZ

中野 利明 / 佐々木 努 / 小田 直広 / 西牧 恭平 / 鈴木 智博
21 4:05:04.705 -12 LAP

339 37 もりてつB
鈴木 広一 / 神谷 孝志

21 4:05:36.783 -12 LAP

340 482 ヨッシー幼稚園 feat. MONTAGNA
西嶋 傑 / 山﨑 諒子 / 吉田 雅弘 / 宇賀神 瑠那

21 4:07:59.642 -12 LAP

341 73 speed

月田 拓弥 / 児島 賢
21 4:08:30.748 -12 LAP

342 41 TEAM激坂夫婦
秋山 健二 / 秋山 千治

21 4:08:49.607 -12 LAP

343 64 カタカナロケッツ
坂牧 俊輔 / 菊池 洋平

21 4:09:44.552 -12 LAP

344 602 kanohmans

狩野 政俊 / 橋本 俊彦 / 亀井 博昭 / 田中 隆行 / 須藤 真帆 / 田中 裕子
21 4:09:50.244 -12 LAP

345 475 SCC　Tokyo
池田 賢一 / 池田 陽子 / 飯塚 徹 / 上原 康裕

20 3:49:16.584 -13 LAP

346 503 文京チャリ部
林 隼太郎 / 平田 夏海 / 茂木 雄人 / 大矢 雄一郎 / 柳沼 晃治

20 4:01:50.388 -13 LAP

347 250 エルフを狩るモノたち２単行本発売中！B
菅野 靖志 / 菅野 静香 / 森山 嵩史

20 4:04:26.127 -13 LAP

348 269 チームクラッチ
武田 仁史 / 倉田 将史 / 廣澤 公治

20 4:05:05.232 -13 LAP

349 249 エルフを狩るモノたち２単行本発売中！A
片岡 俊啓 / 安田 裕 / 山城 美幸

20 4:05:49.060 -13 LAP

350 219 構造計画研究所C
伊達 可奈子 / 田中 新 / 佐藤 清貴

19 4:04:32.115 -14 LAP

351 94 チーム白鷺CS
佐藤 由紀子 / 石川 洋樹

19 4:05:02.017 -14 LAP

352 511 Team SZCC

篠崎 恵介 / 國光 走 / 宮脇 崇浩 / 木村 大児 / 新井 啓介
18 4:03:35.552 -15 LAP

353 100 墨田倶楽部
大竹 尚人 / 中野 利浩

17 4:01:17.369 -16 LAP

354 49 ミタナカ
三田 晋哉 / 田中 潤

16 4:02:13.592 -17 LAP

355 235 小金井トラ東
岡崎 真人 / 内海 こずえ / 加賀沢 宗隆

15 3:34:30.681 -18 LAP

356 212 TPSC Team-B

真田 聡 / 中丸 哲也 / 宮坂 芳明
15 4:04:29.119 -18 LAP

357 416 DSLG

佐々木 徹 / 佐々木 沙亘子 / 中間 悠文 / 楢本 誠
13 4:01:47.506 -20 LAP

358 24 densetsulong

秋山 博臣 / 秋山 良子
13 4:01:47.627 -20 LAP

359 303 池袋サンデーライダーズBチーム
河田 礼美 / 岡村 由美子 / 平川 雄一

12 3:58:40.342 -21 LAP

360 20 アルパコサイクル
松本 浩亮 / 荻原 均

12 4:01:30.736 -21 LAP

361 255 ひらがなろけっつ
益子 暁善 / 浅田 康 / 畠山 峻

11 2:47:08.525 -22 LAP

362 909 ちゃりん娘
詰田朱梨 / 宮崎奈緒美

7 3:02:09.252 -26 LAP

363 121 クマサン商会
杉山 敦 / 久保 怜子

7 4:07:31.138 -26 LAP

Number of records: 363
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