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団体順位 個人順位 Bib 氏名 Class CID チーム名 着順ポイント 合計

1 1 一般-20 一丸 尚伍 一般 8 EQADS 1 3
2 一般-19 海藤 稜馬 一般 8 2
3 一般-18 小竹 俊輔 一般 8

2 16 一般-05 古知屋 一成 一般 3 SEKIYA 8 17
17 一般-07 中村 章彦 一般 3 9
23 一般-06 石川 貴英 一般 3

3 12 一般-12 鈴木 哲矢 一般 5 駒沢大学自転車部 7 18
21 一般-13 尾崎 智隆 一般 5 11
30 一般-11 北野 普識 一般 5

4 8 一般-26 長沼 隆行 一般 11 VAX RACING MIZUTANI & GD(A) 5 19
26 一般-27 若松 達人 一般 11 14

5 27 一般-38 岩井 航太 一般 15 立教大学チームS 15 35
33 一般-36 小西 遥久 一般 15 20
34 一般-37 渡辺 洋平 一般 15

6 28 一般-15 川口 悟史 一般 6 Team FITTE 16 35
31 一般-14 福岡 実 一般 6 19
9 一般-41 森田 雅士 一般 16 立教大学チームR

39 一般-39 笹本 駿介 一般 16
65 一般-40 佐々木 啓介 一般 16
70 一般-42 小菅 馨 一般 17 立教大学チームM

一般-43 松村 尚毅 一般 17
24 一般-01 塚野 満 一般 1 オッティモA
43 一般-02 塙 寿明 一般 1
48 一般-03 本図 範夫 一般 2 オッティモB
50 一般-04 前地 直記 一般 2
29 一般-09 田中 裕樹 一般 4 東京工業大学
61 一般-08 杉田 精司 一般 4
68 一般-10 唐子 征久 一般 4
38 一般-17 宗吉 貞幸 一般 7 Swacchi Test Team

一般-16 諏訪 学顕 一般 7
40 一般-21 野嵜 賢二 一般 9 みさかレーシングA

一般-22 森崎 平 一般 9
一般-23 関本 晃洋 一般 9

58 一般-25 伊井 賢一 一般 10 みさかレーシングB
63 一般-24 山口 卓郎 一般 10
20 一般-29 入倉 健 一般 12 VAX RACING MIZUTANI & GD(B)
53 一般-28 栗原 正明 一般 12
4 一般-31 青木 誠 一般 13 ACQUA TAMA

51 一般-30 田所 裕朗 一般 13
52 一般-32 町田 広 一般 13
37 一般-34 菅原 勝良 一般 14 川口市自転車競技連盟
41 一般-35 中 雅哉 一般 14
54 一般-33 沖原 雄 一般 14
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