
3時間耐久 女子チーム

 RANK BIB TEAM TIME GAP km/hLAPSRIDERS

Temporary Results2019/05/12

1 221 水谷 藍浜松ｾｸｼｰ軍団 3:11:18.96 - 10.413瀬崎 鈴乃 属 美緒    伊藤 すみえ

2 203 毛利 さつきNRCなにがなんでもagain 3:14:12.84 -1Lap 9.412江崎 光世 内野 春代    花村 有沙

3 226 河口 姫子ﾎﾉﾙﾙﾏﾗｿﾝを走る会 3:01:26.36 -2Laps 9.311中内 風花 関口 由夏    石橋 実和子

4 208 平野 由紀ﾘﾝﾘﾝ ﾗﾝﾗﾝ 3:06:27.05 -2Laps 9.011服部 真由美 香田 美由起

5 220 辻 たづ子昭和damonde 3:10:27.08 -2Laps 8.811坪井 千賀 尾関 寿々香    神農 潤華

6 201 神尾 舞紀mammy3 3:02:55.23 -3Laps 8.310坂部 友紀 下川 友美

7 215 山本 博美ﾈﾊﾞｰ 3:03:23.46 -3Laps 8.310河合 京子

8 206 加藤 暁子ﾅｺﾞﾔﾗﾝﾚﾃﾞｨ 3:08:40.81 -3Laps 8.110岡田 由美 神野 千佳    北折 美智子

9 217 近藤 香奈恵名古屋igかなちゃんぺ 3:11:09.55 -3Laps 8.010興梠 月恵 石黒 麻帆    中村 美晴

10 210 小松 歩team BBA 3:11:17.68 -3Laps 8.010伊藤 洋子 小暮 比早代    伊藤 真理子

11 213 安藤 恵美安城うぃめんず 3:11:33.90 -3Laps 8.010百済 泉美 中村 洋子

12 227 中田 和子COOKIE AND Beer DREAM CHILDS 3:18:21.77 -3Laps 7.710林 菜穂 伊禮 みづえ    金井 悠

13 218 岩崎 佐和子朝活さわちゃんﾁｰﾑ 3:18:27.50 -3Laps 7.710神谷 史子 廣瀬 ゆうこ    伊藤 由美

14 202 金森 まみよべすとすたいる 3:26:45.86 -3Laps 7.410今井 陽子 戸髙 由美

15 211 内藤 祐子ｼﾞｮｷﾞﾝ部C 3:00:44.38 -4Laps 7.69梅澤 沙恵里 水口 浩子    小野寺 広子

16 356 高橋 奈美薫風初陣の会 3:01:27.94 -4Laps 7.69青木 栄明 水野 裕紀子    谷口 小百合

17 224 長坂 敦子長坂組 3:02:04.45 -4Laps 7.59竹内 美枝 若林 亜弥    柴田 幸恵

18 222 室賀 みゆき星が丘朝活2 3:04:18.36 -4Laps 7.59神谷 美有紀 近藤 靖子    加納 香

19 204 宮島 なぎさﾁﾛﾙ女子 3:10:54.47 -4Laps 7.29松山 麻生 小林 陽子    佐藤 史由

20 216 浜田 富代えりりんご 3:11:23.53 -4Laps 7.29成瀬 江利子 小栗 裕子    西川 由梨

21 223 長谷田 陽子星が丘朝活8 3:12:42.68 -4Laps 7.19澤田 早苗 加藤 仁美    金子 千恵

22 205 馬場 佐知子ふえいらず 3:18:28.33 -4Laps 6.99飛田 八重子 冨田 里恵    小笠原 久仁子

23 209 須見 愛子ｵｯｹｰ､ｺﾛｯｹ! 3:20:49.08 -4Laps 6.89前田 奈津子 鶴見 さおり    鈴木 綾子

24 207 杉原 ひろこﾋﾛｺ&ﾁﾊﾙ 3:21:34.53 -4Laps 6.89尾之内 千春

25 225 中村 暁子食べるために走ってますｶﾞｰﾙ 2:44:23.75 -5Laps 7.48西門 直子 河原崎 夕子    竹内 淳子

26 219 原田 尚子run lola run 3:15:00.02 -5Laps 6.38依田 道子 秦野 知子    熊谷 久美子

27 214 長縄 弥生星が丘朝活3 3:04:46.05 -6Laps 5.87山本 千穂 飯田 由美子    王 慧娟

28 212 上村 都高塚のｵｶﾝ 3:18:28.30 -6Laps 5.47伊藤 麻里 池田 由紀    関 かなえ

LAP = Lapped  -  DNF = Did Not Finish  -  DNS = Did Not Start  -  DSQ = Disqualified
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