
 BIB NAME DIS TEAM TIMELAPS

Official Result
ファミリーライド

1 深谷 侑生 愛知県 ﾁｰﾑF   13:32.731ﾌｶﾔ ﾕｳｷ ﾁｰﾑｴﾌ

1 深谷 孝之 愛知県 ﾁｰﾑF   13:32.461ﾌｶﾔ ﾀｶﾕｷ ﾁｰﾑｴﾌ

2 相良 優太郎 愛知県 ゆうたん   13:17.451ｻｶﾞﾗ ﾕｳﾀﾛｳ ﾕｳﾀﾝ

2 相良 晶一 愛知県 ゆうたん   13:17.361ｻｶﾞﾗ ｼｮｳｲﾁ ﾕｳﾀﾝ

3 磯部 太一 愛知県 たいちｰず   14:11.011ｲｿﾍﾞ ﾀｲﾁ たいちｰず

3 磯部 善徳 愛知県 たいちｰず   14:10.781ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ たいちｰず

4 榊原 理希 愛知県 ﾕｰﾛｰﾄﾞ   13:40.001ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｷ ﾕｰﾛｰﾄﾞ

4 榊原 浩一 愛知県 ﾕｰﾛｰﾄﾞ   13:39.161ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｶｽ ﾕｰﾛｰﾄﾞ

5 平井 菜緒 愛知県 ﾊﾟﾊﾟ･ﾅｵ ﾚｰｼﾝｸﾞ   16:18.491ﾋﾗｲ ﾅｵ ﾊﾟﾊﾟ･ﾅｵ ﾚｰｼﾝｸﾞ

5 平井 謙二 愛知県 ﾊﾟﾊﾟ･ﾅｵ ﾚｰｼﾝｸﾞ   16:18.191ﾋﾗｲ ｹﾝｼﾞ ﾊﾟﾊﾟ･ﾅｵ ﾚｰｼﾝｸﾞ

6 藤岡 映人 愛知県 ﾁｰﾑｴｲﾄ   14:07.161ﾌｼﾞｵｶ ｴｲﾄ ﾁｰﾑｴｲﾄ

6 藤岡 幸恭 愛知県 ﾁｰﾑｴｲﾄ   14:08.041ﾌｼﾞｵｶ ﾕｷﾔｽ ﾁｰﾑｴｲﾄ

7 比嘉 茉莉香 愛知県 ﾁｰﾑまりたん   20:27.881ﾋｶﾞ ﾏﾘｶ ﾁｰﾑﾏﾘﾀﾝ

7 比嘉 正春 愛知県 ﾁｰﾑまりたん   20:27.801ﾋｶﾞ ﾏｻﾊﾙ ﾁｰﾑﾏﾘﾀﾝ

8 小林 璃真 愛知県 しろくまぱんだ   15:26.421ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾏ ｼﾛｸﾏﾊﾟﾝﾀﾞ

8 小林 裕一 愛知県 しろくまぱんだ   15:26.351ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ ｼﾛｸﾏﾊﾟﾝﾀﾞ

9 水谷 啓人 三重県 BUCYO COFFEE .CLT水谷家 D.N.S.ﾐｽﾞﾀﾆ ｹｲﾄ ﾁｰﾑﾌﾞﾁｮｰｺｰﾋｰﾐｽﾞﾀﾆｹ

9 水谷 拓也 三重県 BUCYO COFFEE .CLT水谷家 D.N.S.ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ ﾁｰﾑﾌﾞﾁｮｰｺｰﾋｰﾐｽﾞﾀﾆｹ

10 八木橋 亮太 愛知県 ﾔｷﾞﾊｼ   12:27.331ﾔｷﾞﾊｼ ﾘｮｳﾀ ﾔｷﾞﾊｼ

10 八木橋 将男 愛知県 ﾔｷﾞﾊｼ   12:26.841ﾔｷﾞﾊｼ ﾉﾌﾞｵ ﾔｷﾞﾊｼ

11 中木屋 奈緒 愛知県 Team NK   16:19.631ﾅｶｷﾔ ﾅｵ ﾁｰﾑｴﾇｹｲ

11 中木屋 加奈 愛知県 Team NK   17:38.271ﾅｶｷﾔ ｶﾅ ﾁｰﾑｴﾇｹｲ

12 花井 勇太 愛知県 Team871   18:56.141ﾊﾅｲ ﾕｳﾀ ﾁｰﾑ ﾊﾅｲ

12 花井 栄二 愛知県 Team871   18:55.981ﾊﾅｲ ｴｲｼﾞ ﾁｰﾑ ﾊﾅｲ

13 横井 新 愛知県 ﾔﾏｼｹﾞ   15:39.681ﾖｺｲ ｱﾗﾀ ﾔﾏｼｹﾞ

13 横井 淳児 愛知県 ﾔﾏｼｹﾞ   15:39.991ﾖｺｲ ｼﾞｭﾝｼﾞ ﾔﾏｼｹﾞ

14 中木屋 泰地 愛知県 Team NTK D.N.S.ﾅｶｷﾔ ﾀｲﾁ ﾁｰﾑｴﾇﾃｨｹｲ

14 中木屋 攻竜 愛知県 Team NTK D.N.S.ﾅｶｷﾔ ｺｳﾘｭｳ ﾁｰﾑｴﾇﾃｨｹｲ

15 井上 郁 愛知県 ｶｵﾙﾝ   14:19.751ｲﾉｳｴ ｶｵﾙ かおるん

15 井上 英亮 愛知県 ｶｵﾙﾝ   14:19.791ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ かおるん

16 福田 雅 愛知県 HandM   17:51.101ﾌｸﾀ ﾐﾔﾋﾞ えいちあんどえむ

16 福田 英久 愛知県 HandM   17:51.311ﾌｸﾀ ﾋﾃﾞﾋｻ えいちあんどえむ

17 竹嶋 亮 愛知県 ﾁｰﾑ竹   15:26.471ﾀｹｼﾏ ｱｷﾗ ﾁｰﾑﾀｹ

17 竹嶋 由樹 愛知県 ﾁｰﾑ竹   15:24.881ﾀｹｼﾏ ﾖｼｷ ﾁｰﾑﾀｹ

18 森田 千晴 愛知県 森田ﾒﾝﾃﾅﾝｽ   14:57.731ﾓﾘﾀ ﾁﾊﾙ ﾓﾘﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ

18 森田 和孝 愛知県 森田ﾒﾝﾃﾅﾝｽ   14:58.061ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾀｶ ﾓﾘﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ

19 鷲見 伊織 岐阜県 BANDITS-IORI   16:53.891ｽﾐ ｲｵﾘ ﾊﾞﾝﾃﾞｨｯﾂ-ｲｵﾘ

19 鷲見 克也 岐阜県 BANDITS-IORI   17:04.931ｽﾐ ｶﾂﾔ ﾊﾞﾝﾃﾞｨｯﾂ-ｲｵﾘ

20 桜井 渉 静岡県 美味しい贈り物   11:18.671ｻｸﾗｲ ｼｮｳ ｵｲｼｲｵｸﾘﾓﾉ

20 桜井 豪 静岡県 美味しい贈り物   11:18.591ｻｸﾗｲ ｺﾞｳ ｵｲｼｲｵｸﾘﾓﾉ

21 鷲見 颯斗 岐阜県 BANDITS-HAYATO   17:04.411ｽﾐ ﾊﾔﾄ ﾊﾞﾝﾃﾞｨｯﾂ-ﾊﾔﾄ

21 鷲見 香里 岐阜県 BANDITS-HAYATO   17:04.661ｽﾐ ｶｵﾘ ﾊﾞﾝﾃﾞｨｯﾂ-ﾊﾔﾄ

22 高野瀬 拓己 愛知県 ﾁｰﾑ ｻｸﾘ   14:53.111ｺｳﾉｾ ﾀｸﾐ ﾁｰﾑ ｻｸﾘ

22 高野瀬 雅也 愛知県 ﾁｰﾑ ｻｸﾘ   14:52.781ｺｳﾉｾ ﾏｻﾔ ﾁｰﾑ ｻｸﾘ

23 末岡 信一 愛知県 ｼﾝｲﾁ   14:01.191ｽｴｵｶ ｼﾝｲﾁ ｼﾝｲﾁ

23 末岡 仁 愛知県 ｼﾝｲﾁ   13:55.891ｽｴｵｶ ﾋﾄｼ ｼﾝｲﾁ

24 渡辺 涼太郎 愛知県 ﾄﾞｷﾞﾗｺﾞﾝﾊﾞｽﾀｰ   16:41.211ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛ ﾄﾞｷﾞﾗｺﾞﾝﾊﾞｽﾀｰ

24 渡辺 信幸 愛知県 ﾄﾞｷﾞﾗｺﾞﾝﾊﾞｽﾀｰ   16:44.821ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ ﾄﾞｷﾞﾗｺﾞﾝﾊﾞｽﾀｰ

25 岩田 結翔 愛知県 ｲｸｼｱ大戦争   14:45.091ｲﾜﾀ ﾕｳﾄ ｲｸｼｱﾀﾞｲｾﾝｿｳ

25 岩田 守広 愛知県 ｲｸｼｱ大戦争   14:44.611ｲﾜﾀ ﾓﾘﾋﾛ ｲｸｼｱﾀﾞｲｾﾝｿｳ
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26 横井 ひなた 愛知県 ﾔﾏｼｹﾞ   16:54.681ﾖｺｲ ﾋﾅﾀ ﾔﾏｼｹﾞ

26 横井 由希子 愛知県 ﾔﾏｼｹﾞ   16:54.761ﾖｺｲ ﾕｷｺ ﾔﾏｼｹﾞ

27 岩下 晟大 愛知県 くるｰん D.N.S.ｲﾜｼﾀ ｼﾞｮｰ ｸﾙｰﾝ

27 岩下 千草 愛知県 くるｰん D.N.S.ｲﾜｼﾀ ﾁｸﾞｻ ｸﾙｰﾝ

28 増井 陽平 愛知県 ｽｰﾊﾟｰｻｲｸﾙ D.N.S.ﾏｽｲ ﾖｳﾍｲ ｽｰﾊﾟｰｻｲｸﾙ

28 増井 弘明 愛知県 ｽｰﾊﾟｰｻｲｸﾙ D.N.S.ﾏｽｲ ﾋﾛｱｷ ｽｰﾊﾟｰｻｲｸﾙ

29 森岡 佑奈 愛知県 佑奈ちゃん   28:48.101ﾓﾘｵｶ ﾕｳﾅ ゆうなちゃん

29 森岡 伸悦 愛知県 佑奈ちゃん   28:48.331ﾓﾘｵｶ ﾉﾌﾞﾖｼ ゆうなちゃん

30 鈴木 要 愛知県 かめさん   28:00.371ｽｽﾞｷ ｶﾅﾒ かめさん

30 鈴木 美香 愛知県 かめさん   27:58.761ｽｽﾞｷ ﾐｶ かめさん

31 山本 蒼馬 愛知県 走うま&とｰちゃん   15:07.681ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ ｿｳﾏｱﾝﾄﾞﾄｰﾁｬﾝ

31 山本 剛 愛知県 走うま&とｰちゃん   15:06.831ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ ｿｳﾏｱﾝﾄﾞﾄｰﾁｬﾝ

32 酒井 大樹 愛知県 STT   18:09.101ｻｶｲ ﾀｲｷ ｴｽﾃｨｰﾃｨｰ

32 酒井 孝彰 愛知県 STT   18:09.211ｻｶｲ ﾀｶｱｷ ｴｽﾃｨｰﾃｨｰ

33 加藤 航汰 愛知県 こうたのちからをなめるなよ D.N.F.ｶﾄｳ ｺｳﾀ ｺｳﾀﾉﾁｶﾗｦﾅﾒﾙﾅﾖ

33 加藤 和巳 愛知県 こうたのちからをなめるなよ   23:32.331ｶﾄｳ ｶｽﾞﾐ ｺｳﾀﾉﾁｶﾗｦﾅﾒﾙﾅﾖ

34 近藤 聖志 愛知県 ﾁｰﾑさとし   16:25.081ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ ﾁｰﾑｻﾄｼ

34 近藤 浩史 愛知県 ﾁｰﾑさとし   16:25.231ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ ﾁｰﾑｻﾄｼ

35 野々山 友花 愛知県 ﾌﾟﾛﾃｲﾝ   15:31.021ﾉﾉﾔﾏ ﾄﾓｶ ﾌﾟﾛﾃｲﾝ

35 野々山 日出人 愛知県 ﾌﾟﾛﾃｲﾝ   15:31.201ﾉﾉﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋﾄ ﾌﾟﾛﾃｲﾝ

36 土佐 仁愛 愛知県 Fish Face   12:53.461ﾄｻ ﾆﾅ ﾌｨｯｼｭ ﾌｪｲｽ

36 土佐 貢城 愛知県 Fish Face   12:54.361ﾄｻ ﾐﾂｷ ﾌｨｯｼｭ ﾌｪｲｽ

37 林 俊介 愛知県 ﾕｰﾛｰﾄﾞ   13:48.811ﾊﾔｼ ｼｭﾝｽｹ ﾕｰﾛｰﾄﾞ

37 林 真理香 愛知県 ﾕｰﾛｰﾄﾞ   13:48.841ﾊﾔｼ ﾏﾘｶ ﾕｰﾛｰﾄﾞ

38 大野 海斗 愛知県 大野家代表   15:21.501おおの かい おおのけだいひょう

38 大野 貴弘 愛知県 大野家代表   15:23.411ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ おおのけだいひょう

39 増田 あも 愛知県 TEAM菅口   19:11.151ﾏｽﾀﾞ ｱﾓ ﾁｰﾑｽｶﾞｸﾞﾁ

39 増田 ちなみ 愛知県 TEAM菅口   19:10.961ﾏｽﾀﾞ ﾁﾅﾐ ﾁｰﾑｽｶﾞｸﾞﾁ

40 吉田 晴奏 愛知県 ﾁｰﾑるりまる   17:56.751ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ ちｰむるりまる

40 吉田 幸司 愛知県 ﾁｰﾑるりまる   17:56.891ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ ちｰむるりまる

41 加藤 悠空 愛知県 Your成   16:27.001ｶﾄｳ ﾕｳｱ ﾕｳｱﾅﾘ

41 加藤 成仁 愛知県 Your成   16:26.921ｶﾄｳ ﾅﾘﾋﾄ ﾕｳｱﾅﾘ

42 佐藤 琢太郎 愛知県 GIRO   21:15.261ｻﾄｳ ﾀｸﾀﾛｳ ｼﾞﾛ

42 佐藤 琢哉 愛知県 GIRO   21:14.611ｻﾄｳ ﾀｸﾔ ｼﾞﾛ

43 大脇 優治 愛知県 YUJI   13:28.651ｵｵﾜｷ ﾕｳｼﾞ ﾕｳｼﾞ

43 大脇 映子 愛知県 YUJI   13:51.421ｵｵﾜｷ ｴｲｺ ﾕｳｼﾞ

44 土谷 美釉 愛知県 ぐでｰず   15:36.301ﾂﾁﾔ ﾐﾕｳ ｸﾞﾃﾞｰｽﾞ

44 土谷 宗平 愛知県 ぐでｰず   15:36.291ﾂﾁﾔ ｼｭｳﾍｲ ｸﾞﾃﾞｰｽﾞ

45 山崎 海琉 愛知県 小猿大猿   18:51.921ﾔﾏｻｷ ｶｲﾘ ｺｻﾞﾙｵｵｻﾞｳ

45 山崎 和紀 愛知県 小猿大猿   18:51.311ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞﾉﾘ ｺｻﾞﾙｵｵｻﾞｳ

46 木村 渓吾 愛知県 ﾁｰﾑ 五郎丸   16:48.041ｷﾑﾗ ｹｲｺﾞ ﾁｰﾑ ｺﾞﾛｳﾏﾙ

46 木村 正彦 愛知県 ﾁｰﾑ 五郎丸   16:48.291ｷﾑﾗ ﾏｻﾋｺ ﾁｰﾑ ｺﾞﾛｳﾏﾙ

47 井上 慧 京都府 TEAM恋来   23:19.641ｲﾉｳｴ ｹｲ ﾁｰﾑｺｲｺｲ

47 井上 貞行 京都府 TEAM恋来   23:19.661ｲﾉｳｴ ｻﾀﾞﾕｷ ﾁｰﾑｺｲｺｲ

48 羽岡 美咲 愛知県 ﾒﾘｰﾊｵｶ   16:43.541ﾊｵｶ ﾐｻｷ ﾒﾘｰﾊｵｶ

48 羽岡 真宏 愛知県 ﾒﾘｰﾊｵｶ   16:44.881ﾊｵｶ ﾏｻﾋﾛ ﾒﾘｰﾊｵｶ

49 片山 陽斗 三重県 ﾁｰﾑ片山   16:12.431ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙﾄ ﾁｰﾑｶﾀﾔﾏ

49 片山 旭 三重県 ﾁｰﾑ片山   16:11.751ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾗ ﾁｰﾑｶﾀﾔﾏ

50 武内 大翔 愛知県 ｼﾞｬｽﾐﾝちゃ   17:34.601ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｷ ｼﾞｬｽﾐﾝﾁｬ

50 高橋 星二 愛知県 ｼﾞｬｽﾐﾝちゃ   17:34.541ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ ｼﾞｬｽﾐﾝﾁｬ
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51 奥本 隆聖 愛知県 隆隆聖一   14:33.961ｵｸﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ ﾘｭｳﾘｭｳｾｲｲﾁ

51 奥本 隆一 愛知県 隆隆聖一   14:33.261ｵｸﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ ﾘｭｳﾘｭｳｾｲｲﾁ

52 光田 葵 愛知県 光田ﾁｬﾘﾝｺｸﾗﾌﾞ   13:19.791ﾐﾂﾀﾞ ｱｵｲ ﾐﾂﾀﾞﾁｬﾘﾝｺｸﾗﾌﾞ

52 光田 欽一 愛知県 光田ﾁｬﾘﾝｺｸﾗﾌﾞ   13:19.741ﾐﾂﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ ﾐﾂﾀﾞﾁｬﾘﾝｺｸﾗﾌﾞ

53 近藤 宗佑 愛知県 Team まるいち   17:08.451ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｽｹ ﾁｰﾑ ﾏﾙｲﾁ

53 近藤 健介 愛知県 Team まるいち   17:07.721ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｽｹ ﾁｰﾑ ﾏﾙｲﾁ

54 佐藤 優太 愛知県 さとちゃん   33:51.711ｻﾄｳ ﾕｳﾀ ｻﾄﾁｬﾝ

54 佐藤 太介 愛知県 さとちゃん   33:51.421ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾄﾁｬﾝ

55 橋本 幸奈 愛知県 ｼﾛｸﾛ   15:18.961ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾅ ｼﾛｸﾛ

55 橋本 篤志 愛知県 ｼﾛｸﾛ   15:19.591ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ ｼﾛｸﾛ

56 問川 蓮斗 愛知県 ﾚﾝﾚﾝ   19:07.391ﾄｲｶﾜ ﾚﾝﾄ ﾚﾝﾚﾝ

56 問川 貴司 愛知県 ﾚﾝﾚﾝ   19:07.551ﾄｲｶﾜ ﾀｶｼ ﾚﾝﾚﾝ

57 鹿子木 彩人 愛知県 ｶﾅｺｷﾞ   16:29.591ｶﾅｺｷﾞ ｱﾔﾄ ｶﾅｺｷﾞ

57 鹿子木 寛 愛知県 ｶﾅｺｷﾞ   16:29.431ｶﾅｺｷﾞ ﾋﾛｼ ｶﾅｺｷﾞ

58 則包 蒼真 愛知県 ﾁｰﾑ SSSI   20:58.011ﾉﾘｶﾈ ｿｳﾏ ﾁｰﾑ ｴｽｴｽｴｽｱｲ

58 則包 茂樹 愛知県 ﾁｰﾑ SSSI   20:57.711ﾉﾘｶﾈ ｼｹﾞｷ ﾁｰﾑ ｴｽｴｽｴｽｱｲ

59 武内 美咲 愛知県 ふぇありる   18:15.951ﾀｹｳﾁ ﾐｻ ﾌｪｱﾘﾙ

59 武内 知香 愛知県 ふぇありる   18:15.931ﾀｹｳﾁ ﾁｶ ﾌｪｱﾘﾙ

60 那須 晴斗 兵庫県 team Andy 秀樹生誕祭 D.N.S.ﾅｽ ﾊﾙﾄ ﾁｰﾑｱﾝﾃﾞｨﾋﾃﾞｷｾｲﾀﾝｻｲ

60 那須 諭 兵庫県 team Andy 秀樹生誕祭 D.N.S.ﾅｽ ｻﾄﾙ ﾁｰﾑｱﾝﾃﾞｨﾋﾃﾞｷｾｲﾀﾝｻｲ

61 関 琉磨 愛知県 ｷﾞｱﾌｫｰｽ   12:43.491ｾｷ ﾘｭｳﾏ ｷﾞｱﾌｫｰｽ

61 関 このみ 愛知県 ｷﾞｱﾌｫｰｽ   12:44.851ｾｷ ｺﾉﾐ ｷﾞｱﾌｫｰｽ

62 上野 隆之介 愛知県 ACR   14:59.951ｳｴﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ ｱﾍﾞｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ

62 上野 隆太郎 愛知県 ACR   14:59.971ｳｴﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｱﾍﾞｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ

63 江嶋 悠輔 三重県 伊賀Ninjaらいだ~ず   15:59.891ｴｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ ｲｶﾞﾆﾝｼﾞｬﾗｲﾀﾞｰｽﾞ

63 江嶋 勇太 三重県 伊賀Ninjaらいだ~ず   15:59.331ｴｼﾞﾏ ﾕｳﾀ ｲｶﾞﾆﾝｼﾞｬﾗｲﾀﾞｰｽﾞ
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