
 RANK BIB TEAM TIME GAPLAPSRIDERS

Official Result2018/05/13

3時間耐久 男女混成チーム

1 322 森本 大輔TeamｽｸRUNﾌﾞﾙ 1:36:56.52 ---10内田 恵司 嶋田 富美子 松沢 健

2 326 木村 雅幸伊村ﾝﾆﾝｸﾞ 1:30:11.01 -1 Lap9木村 里衣子 伊藤 秀平 伊藤 弓

3 327 穴井 剛史浜松うましか湖西支部 1:35:56.70 -1 Lap9加藤 美由紀 近江 孝彬 水鳥 喬久

4 381 林 幸子東栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ A 1:38:47.83 -1 Lap9金田 新 齋藤 峻介 原 諒祐

5 355 赤堀 真優ﾊﾞｰﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 1:39:50.21 -1 Lap9青木 蒼真 鳥山 翼 高橋 佑弥

6 311 岸本 肇MJ-S 1:32:06.35 -2 Laps8立岡 志麻 渡辺 一史

7 353 向井 紀子ｶｼｬﾛ 1:34:00.50 -2 Laps8向井 義人 丸畑 明彦 新崎 博雄

8 324 喜多村 修W喜W藤 1:34:58.09 -2 Laps8中根 正喜 近藤 佐知枝 伊藤 弓恵

9 357 塚本 拓生TEAM 朝猿 1:35:23.20 -2 Laps8早川 由香里 加藤 昌宏 四宮 隆久

10 302 木内 和恵本宮山ﾗﾝﾅｰｽﾞ 1:36:40.46 -2 Laps8安藤 義人

11 374 後藤 謙太#県庁#damondetrail#ﾁｰﾑﾃﾝｼﾞｼﾞｮｰ 1:36:51.03 -2 Laps8平川 淳 稲山 清恵 田川 広也

12 303 村田 麻未子CSY1 1:37:27.30 -2 Laps8馬田 浩志

13 376 奥田 篤志かじまだよ team2 1:38:43.15 -2 Laps8水野 茂 長田 翔太郎 大竹 千恵子

14 343 新居 智子CJ- 周ちゃんず 1:39:15.04 -2 Laps8西川 周二 包原 菊子 江崎 智子

15 366 浅場 勇喜TMC M&R 1:39:15.45 -2 Laps8大谷 知美 飯田 美代子 小島 達矢

16 319 柳沼 千春MJ-G 1:39:24.79 -2 Laps8津田 良輔 満岡 雄一

17 339 水野 恵造ちょこぼｰるD 1:40:35.79 -2 Laps8折井 勇也 浦 浩行 後藤 都

18 337 金田 健治ちょこぼｰるB 1:40:38.66 -2 Laps8加藤 真覚 山口 透 浦 圭子

19 338 志貴 友紀ちょこぼｰるC 1:41:06.56 -2 Laps8佐原 宏伸 袴田 克典 尾崎 真由美

20 359 服部 武司ﾗﾝﾊﾞｶ 1:42:26.50 -2 Laps8菅原 純子 籠瀬 茂高 原田 直樹

21 316 岩田 篤人妻と俺 1:42:39.41 -2 Laps8岩田 貴子 山本 晴美

22 362 谷口 浩之ﾁｰﾑ日本海 1:45:09.78 -2 Laps8谷口 百代 隠岐 新太 山﨑 雄一

23 321 中村 啓二あばらRC 1:31:09.82 -3 Laps7扇 英樹 水谷 英明 水谷 加代

24 356 木下 朋彦at home 1:31:12.49 -3 Laps7對木 大輔 堀 絵見 北上 雄太

25 347 小林 弘典がまちゃんず 1:32:50.88 -3 Laps7島田 真 平松 靖士 本田 弥生

26 349 藤田 宗寛えれかしｰず! 1:32:57.37 -3 Laps7長谷川 高士 久保 明美 神谷 美有紀

27 363 山田 好秋山田 1:33:17.15 -3 Laps7鈴木 英仁 伊藤 雄司 坂本 友恵

28 340 安達 朋宏ﾏｲﾍﾟｰｽで行きましょう 1:33:32.89 -3 Laps7春日井 章司 住田 興司 小野田 みち代

29 325 大嶋 信治mRac 1:34:05.98 -3 Laps7松尾 亮平 和田 彩希 石川 桃子

30 329 市川 真裕さと×こじ×いち 1:35:54.80 -3 Laps7佐藤 潤 佐藤 千明 小嶋 康大

31 314 福永 隆CSY4 1:35:57.37 -3 Laps7竹本 晃幸 相川 栞

32 336 尾崎 雅彦ちょこぼｰるA 1:36:02.90 -3 Laps7木村 圭伸 堀内 健二 呉 桂評

33 345 山本 洋子星が丘朝活 1:36:03.72 -3 Laps7山本 仁 山越 真希 鈴木 美帆

34 344 田爪 辰憲ﾄﾗﾊﾞｰｽ 1:36:16.70 -3 Laps7徳原 晋 植村 孝裕 大場 麻由

35 332 河合 惇kabo. 1:36:37.70 -3 Laps7犬飼 詩織 永田 洋一 深津 将

36 323 伊藤 圭KKYR 1:36:46.37 -3 Laps7森谷 健司 井澤 良子 後藤 靖幸

37 373 坂 裕紀子#県庁#damondetrail#ﾁｰﾑｼﾝｺｰ 1:36:59.20 -3 Laps7野村 知宏 原 一雄 平山 恵里

38 309 伊藤 嘉浩ﾁｰﾑ野獣 1:37:24.22 -3 Laps7鈴木 昌也 菊岡 ゆき

39 371 吉田 賢弘#県庁#damondetrail#ﾁｰﾑｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮ 1:37:33.21 -3 Laps7青山 真之 内田 由紀子 鈴木 由紀子

40 367 内藤 哲也TKRK 1:37:39.29 -3 Laps7小田 健太 秋田 龍生 伊藤 芳

41 335 三宅 浩史部下無課長代理 1:37:51.78 -3 Laps7三宅 知恵 柴田 明義 近藤 展弘
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42 364 神尾 治志ｱｰﾁｻﾞﾝ2 1:37:58.33 -3 Laps7神尾 弘美 鈴木 佳 山下 修一

43 342 浅井 愛子ｱｰﾁｻﾞﾝ1 1:38:05.69 -3 Laps7浅井 征治 仙木 信之 金山 翔太

44 331 浅沼 宏充ASﾘﾀｰﾝｴｰｽ 1:39:03.53 -3 Laps7浅沼 智江 小野 博司 後藤 大輔

45 380 山本 千里ﾅｰｽｺｰﾙ 1:39:32.70 -3 Laps7松井 牧子 下久保 将吾 池田 佳奈子

46 306 神田 直重ご長寿ｸﾗﾌﾞ 1:39:46.85 -3 Laps7清水 恵美 福原 里美

47 312 岡村 百子MJ-M 1:39:56.80 -3 Laps7安藤 千晶 久野 元晴

48 301 早川 園子ﾁｰﾑひらまつ 1:40:22.21 -3 Laps7平松 直訓

49 334 浜崎 あゆみｽﾉｰｶﾞｰﾙｽﾞ 1:40:30.42 -3 Laps7森本 郁美 玉井 亜佑美 東出 太朗

50 307 永嶺 美那子ﾋﾃﾞｷの弟妹 1:40:46.50 -3 Laps7堀田 英樹 多和田 泰久

51 330 浅野 良ﾏｳﾝﾃﾝﾏｿﾞﾋｽﾄ 1:41:10.35 -3 Laps7青野 宏太加 藤田 美香 加藤 真知子

52 361 安藤 大輔ｱｰﾁｻﾞﾝ3 1:41:15.68 -3 Laps7安藤 恭代 赤星 祐介 長谷川 靖師

53 370 堀田 真悟TARIHO 1:41:19.95 -3 Laps7堀田 奈津子 堀田 ゆき 堀田 聡司

54 310 稲吉 稲吉ﾁｰﾑ大脱走 1:41:33.22 -3 Laps7内藤 隆史 早田 有希

55 358 成田 尚貴ﾁｰﾑおぶちゃん 1:41:36.37 -3 Laps7森 紗良 竹内 友理 春名 茜

56 382 原田 経美東栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ B 1:42:09.09 -3 Laps7山本 卓男 亀山 和正 石田 千裕

57 350 渡辺 英樹ﾓｸﾊﾟｸA 1:42:16.95 -3 Laps7渡辺 紀代 岩田 翔 杉浦 尚美

58 372 岩田 将誉#県庁#damondetrail#ﾁｰﾑｻｲﾄｼｰｲﾝｸ 1:43:07.38 -3 Laps7渡邉 亨介 山中 美乃 池田 有槻

59 328 河野 直樹両面ﾃｰﾌﾟ 1:43:15.51 -3 Laps7前田 翔一 柴田 哲宏 白川 りか

60 379 夏目 藤一郎ﾎﾟｾｲﾄﾞﾝ 1:43:41.43 -3 Laps7河合 秀典 河合 美智留 河合 優飛

61 378 中村 由香ﾁｰﾑﾎﾟﾝｺﾂ 1:43:52.79 -3 Laps7竹ﾉ内 重樹 井上 友之 大川 典朗

62 341 杉山 典良鳥とこ 1:44:17.46 -3 Laps7小野田 健太 山本 享義 ｳｴﾀﾞ 由佳

63 304 松浦 昌人ｸﾝｸﾝB 1:45:16.13 -3 Laps7山崎 智子

64 377 竹生 倫章ももさんｽﾞ 1:45:47.99 -3 Laps7市野 武史 七海 順子 齋藤 百代

65 308 小池 幸浩離れ小島会Bﾁｰﾑ 1:30:23.74 -4 Laps6伊藤 有紀 草柳 祐子

66 320 鈴木 里菜ｼﾞﾝｸﾞﾙﾍﾞﾙ 1:30:45.79 -4 Laps6福山 仁愛 佐野 祐介

67 318 野澤 元美離れ小島会A 1:31:07.14 -4 Laps6池田 淳一 今泉 勝也

68 360 小山 裕淑みたらし団子 1:31:19.41 -4 Laps6星野 朱美 峰野 聡子 峰野 勝久

69 375 近藤 宏賢鹿島 新庁舎建設工事部(ﾀﾞﾝﾃﾞｨ) 1:31:23.46 -4 Laps6加藤 祐幸 加藤 広太 堀川 直子

70 315 村尾 玲子おやこだもんで 1:34:34.55 -4 Laps6日野 忠市 日野 篤

71 313 高田 慎二CSY3 1:35:42.59 -4 Laps6渡辺 一輝 福永 峰子

72 351 鈴木 一彦ﾓｸﾊﾟｸB 1:36:04.47 -4 Laps6豊田 薫 原 佳弘 宮本 由佳里

73 368 佐野 憲次YURETOｹﾝﾁﾞ 1:36:28.46 -4 Laps6佐野 麗子 田中 智詞 田中 有美

74 369 渥美 大輔とりあえず 1:37:32.53 -4 Laps6鈴木 孝幸 鎌倉 由佳 土斐崎 聡子

75 352 橋爪 秀信RIOTS+α 1:38:03.06 -4 Laps6石神 大輔 高木 里奈 柏井 達貴

76 333 岡本 伸治team AOI 1:42:05.42 -4 Laps6岡本 侑菜 岡本 なな 杉江 ちか

77 317 野村 昌弘nomu3 1:42:49.06 -4 Laps6野村 純子 大瀬 節子

78 305 玉江 蒼良たまちゃんｽﾞ 1:17:41.36 -5 Laps5玉江 士道

79 346 藤本 忍ﾁｰﾑのんほい 1:32:05.41 -5 Laps5木下 理代子 木下 敦介 笹原 要

D.N.S. 354 佐々木 貴俊ﾁｰﾑ愛して2 秋山 淳 佐藤 敬介 菅沼 宏奈

D.N.S. 365 新井 健介ﾄﾚﾗﾝ新感線 橋本 瞳 朝倉 年秀 吉田 賢司
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Number of Starters:
Number of Finishers:
DNS:
DNF:
DSQ:
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