
3時間耐久 男女混成チーム

 RANK BIB TEAM TIME GAP km/hLAPSRIDERS

Temporary Results2019/05/12

1 306 森本 大輔URAYAMA TRAIL 3:07:07.58 - 12.315松沢 健 月ヶ瀬 貴弥    井原 妙重

2 366 山本 賢士天神橋ﾎﾟｲﾝﾄｸﾗﾌﾞ 3:13:40.68 +6:33.10 11.815細江 孝章 渡辺 ゆりか

3 331 中條 慎治郎NRC 沼にはまっ!? 3:06:56.55 -1Lap 11.514菅沼 哲郎 土岐 聖子    熊崎 敦司

4 307 佐藤 直美99 3:10:08.24 -1Lap 11.314森井 和幸 安藤 龍乃助    二村 胡羽

5 360 田辺 茂樹ﾘﾌｧﾗﾝｽﾞ 3:00:53.23 -2Laps 11.013川嶋 早苗 藤岡 信嘉    古屋 龍一

6 316 安藤 義人本宮山ﾗﾝﾅｰｽﾞ 3:06:30.49 -2Laps 10.713木内 和恵

7 384 奥田 篤志ｶﾓﾝ!鹿島 Z 3:07:10.36 -2Laps 10.613長田 翔太郎 高草木 圭吾    大竹 千恵子

8 342 勝間田 貴光ﾁﾛﾙ混 3:08:46.11 -2Laps 10.513宮島 章 松山 登威    勝間田 さゆり

9 305 時田 俊徳時田農園 3:08:50.81 -2Laps 10.513安藤 嘉則 植山 朱香    中村 昇孝

10 376 鈴木 紀久代名古屋igきくちゃんﾀﾞｧ 3:13:44.50 -2Laps 10.313北原 佑記 加藤 千早百    内藤 聡美

11 387 林 幸子東栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ A 3:00:40.04 -3Laps 10.212金田 新 齋藤 峻介    原 諒祐

12 308 纐纈 充保ﾗﾝｺﾚｸｼｮﾝB 3:04:48.84 -3Laps 9.912杉村 徳洋 深尾 幸恵    藤田 志ま

13 383 山崎 昌宣COOKIE AND Beer DREAM CHILDS 3:05:25.76 -3Laps 9.912岡本 良 江嶋 綾    前田 堅一郎

14 337 鈴木 友紀ﾘﾌｧｼﾞｭﾆｱ 3:06:09.51 -3Laps 9.912太田 守夫 榊原 昌宏    長谷川 志保

15 346 浅井 輝彦ATIH 3:06:46.67 -3Laps 9.812高井 教次 伊神 知子    長谷川 由紀子

16 309 成瀬 弘紀ｼﾞｯｹﾝｽﾞ 3:07:20.59 -3Laps 9.812杉山 明人 森岡 敦子    出村 一馬

17 358 鳥居 陽介bird4 3:08:27.53 -3Laps 9.712鳥居 江理香 加藤 宗歳    佐保 文洋

18 377 二村 行紀はじめてのﾄﾚﾗﾝ 3:09:49.20 -3Laps 9.712柴田 明希 柴田 一穂    鈴木 志乃

19 350 今泉 豊明呑兵衛倶楽部 3:11:43.29 -3Laps 9.612河合 保雄 磯村 祥子    小林 裕幸

20 325 田邉 ひとみﾗﾝｺﾚｸｼｮﾝA 3:13:31.37 -3Laps 9.512竹中 清朗 磯本 万里子    長谷川 香

21 334 木学 健二郎がっくんとがんばれｶﾞｰﾙｽﾞ 3:14:15.89 -3Laps 9.412内野 晃一 久田 結花    山田 育代

22 343 岩泉 光保TEAM屯屋 B 3:14:32.95 -3Laps 9.412加藤 龍範 中野 恵理子

23 352 向井 紀子CACHALOT 3:14:37.54 -3Laps 9.412向井 義人 丸畑 明彦

24 371 藤井 健一名古屋igﾌｧﾝｷｰｽﾞ 3:15:07.72 -3Laps 9.412加藤 優子 金谷 真記    新垣 渚

25 324 水野 恵造ちょこぼｰるC 3:15:34.35 -3Laps 9.412神田 昭彦 堀内 建二    浦 圭子

26 319 中 秀紀春run漫 3:21:04.07 -3Laps 9.112佐野 友久 近藤 千春    浜島 一道

27 355 小栗 卓OGRIN PROJECT 2:55:38.63 -4Laps 9.611山田 しおり 南川 絵理    吉田充宏

28 323 袴田 克典ちょこぼｰるB 3:01:11.32 -4Laps 9.311齋藤 祥彰 志貴 友紀    尾崎 真由美

29 311 木村 一明ﾁｰﾑｸﾛｯｷｰ 3:01:21.45 -4Laps 9.311加藤 大策 真砂 淑子    松本 優子

30 322 佐原 宏伸ちょこぼｰるA 3:02:27.03 -4Laps 9.211岩崎 大樹 後藤 和樹    後藤 都

31 303 中村 啓二安原RC 3:02:32.88 -4Laps 9.211扇 英樹 水谷 英明    水谷 加代

32 382 中村 亮介ﾁｰﾑ伊勢神宮 3:04:11.81 -4Laps 9.111大林 勝 白澤 耕治    中村 晶子

33 301 板坂 圭子星が丘朝活5 3:06:20.70 -4Laps 9.011山越 真希 今井 勇一    久米 清江

34 351 岩田 篤人妻と妻と俺 3:06:30.71 -4Laps 9.011岩田 貴子 山本 晴美

35 353 高岡 仁MOTT 3:08:14.81 -4Laps 8.911谷口 弘輔 太田 あずさ    松本 旭葉

36 368 伊藤 裕之Teamｺﾉﾊｽﾞｸ 3:08:35.97 -4Laps 8.911伊藤 祐子 水野 博幸    辻岡 明子

37 341 大谷 周三お歌に一喜一友 3:08:37.08 -4Laps 8.911大谷 知美 森下 友稀    山本 喜城

38 345 近藤 慎二肉体酷使部'2019 3:11:31.97 -4Laps 8.811加藤 友康 大津山 崇    栗本 香

39 378 岩瀬 顕哉GRC 3:13:13.01 -4Laps 8.711岩瀬 早織 深谷 由依菜    深谷 謙太

40 315 伊藤 由美子ﾍﾞｽﾄｽﾀｲﾙ 3:13:20.67 -4Laps 8.711岩田 健司 今井 伴紀

41 339 横田 徹Attto 3:14:29.14 -4Laps 8.611横田 亜砂実 木下 朋彦    水野 智仁

LAP = Lapped  -  DNF = Did Not Finish  -  DNS = Did Not Start  -  DSQ = Disqualified
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42 330 佐藤 潤さとこじ 3:15:14.52 -4Laps 8.611佐藤 千明 小嶋 康大    小嶋 亜季

43 313 浅沼 宏充ASﾘﾀｰﾝｴｰｽ 3:15:41.82 -4Laps 8.611浅沼 智江 後藤 大輔    松井 君恵

44 369 小林 悦子ｲﾄﾗｰｽﾞA 3:18:27.78 -4Laps 8.511森 智絵 柴田 憲志

45 374 鈴木 久仁昭ﾄﾚｲﾙ 3:22:20.25 -4Laps 8.311下村 恵一 林 亮介    鈴木 みを

46 364 中村 由香ｱﾗｶﾙﾄ 3:00:50.38 -5Laps 8.410石田 時大 宮枝 正篤    佐野 彰洋

47 314 堀江 明弘BEST style 3:00:52.17 -5Laps 8.410大塚 千賀里 後藤 祐月

48 327 渡邉 龍一Royと愉快な仲間たち 3:02:50.89 -5Laps 8.410石井 歩

49 304 今西 正一ｵﾔｼﾞｰｽﾞwithﾏﾄﾞﾝﾅ 3:04:21.25 -5Laps 8.310松田 久美子 宮田 賢治    堀尾 博樹

50 380 所 幸彦ﾌﾝｺﾞﾑｽﾞ 3:05:14.57 -5Laps 8.210石川 修司 小久保 由香    内藤 昌子

51 326 小池 幸浩頑張れﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞ 3:05:29.01 -5Laps 8.210岩瀬 ちほ 近藤 治

52 365 宮本 由季みやs 3:05:41.60 -5Laps 8.210宮村 洋平

53 344 橋爪 秀信RIOTS+α 3:06:11.54 -5Laps 8.210石神 大輔 高木 里奈    夏目 真暢

54 385 加藤 志歩TEAM 謝々 3:06:35.63 -5Laps 8.210武川 哉巳 中野 貴大    入澤 貴哉

55 332 稲吉 裕二ﾁｰﾑ美獣 3:07:03.06 -5Laps 8.210内藤 隆史 上田 紘子

56 329 小椋 俊和ITO GYM run部 3:07:36.36 -5Laps 8.110伊藤 ゆみ 浜千代 栄作    白井 健太郎

57 338 鈴木 一彦もくぱく 本店 3:09:12.98 -5Laps 8.110渡辺 英樹 渡辺 紀代    杉浦 尚美

58 347 藤田 宗寛星が丘朝活4 3:09:51.59 -5Laps 8.010板坂 秀子 柘植 美佐枝    熊谷 めぐみ

59 388 原田 経美東栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ B 3:10:03.92 -5Laps 8.010山本 卓男 亀山 和正    石田 千裕

60 312 木下 敦ｼﾞｮｷﾞﾝ部B 3:10:12.26 -5Laps 8.010奥田 湧貴 遠藤 美紀子

61 335 村田 麻未子CSY1 3:11:06.89 -5Laps 8.010福永 隆

62 349 松原 亜由美ﾁｰﾑ作家走ります! 3:12:33.01 -5Laps 7.910山崎 祥治 中館 愛    藤川 秀平

63 321 玉井 亜佑美ｽﾉｰGw B 3:12:38.75 -5Laps 7.910森本 郁美 久保田 耕太    椎葉 一司

64 320 三宅 知恵部下無課長代理 3:13:22.42 -5Laps 7.910三宅 浩史 柴田 明義    高木 宏動

65 381 波多野 和久ﾁｰﾑ波多野自動車 3:14:03.64 -5Laps 7.910山下 浩靖 波多野 泰子    小野 桂子

66 386 竹生 倫章ももさんｽﾞ 3:14:07.50 -5Laps 7.910市野 武史 七海 順子    齋藤 百代

67 340 玉江 徹たまちゃんｽﾞ 3:15:11.95 -5Laps 7.810玉江 蒼良 玉江 士道

68 357 村松 康司Team5959 3:15:18.77 -5Laps 7.810倉橋 奈津子

69 310 小島 隆司名古屋ｱｲｸﾘﾆｯｸ 3:17:58.91 -5Laps 7.710澤田 順子 堀内 しのぶ    内藤 愛理

70 372 伊藤 智子Mountain fellow 3:19:42.36 -5Laps 7.610久納 俊之 中西 知真子

71 379 杉浦 圭けｰちゃんﾁｰﾑ 3:22:06.24 -5Laps 7.610廣瀬 知里

72 363 加藤 賢吾ﾊﾝﾃﾝﾎﾞｸ 2:56:51.37 -6Laps 7.89榊原 二郎 夏目 藤一郎    斎川 江利子

73 375 真弓 真紀子星が丘朝活1 2:59:00.51 -6Laps 7.79河口 美穂 久保 明美    太田 順公

74 318 小林 信司ﾁｰﾑらくらく 3:04:03.57 -6Laps 7.59神田 直美 後藤 寛美    小林 佳恵

75 370 辻中 一仁辻中家 3:04:22.72 -6Laps 7.49辻中 美有紀

76 359 野澤 元美離れ小島会B with 娘 3:05:28.56 -6Laps 7.49今泉 勝也 長坂 利依

77 348 村松 今日子ｼﾀﾗﾝﾅｰｽﾞ2 3:05:43.36 -6Laps 7.49北口 達也 金田 真幸

78 302 河野 光子星が丘朝活6 3:07:00.95 -6Laps 7.39梅村 佳希 山本 洋子    古川 尚美

79 367 安藤 大輔ARTISAN1 3:07:35.27 -6Laps 7.39安藤 恭代 赤星 祐介

80 361 山本 千里ﾅｰｽｺｰﾙ 3:09:46.83 -6Laps 7.29松井 牧子 下久保 将吾    池田 佳奈子

81 362 竹ノ内 重樹ﾎﾟﾝｺﾂ 3:10:32.40 -6Laps 7.29大川 典朗 井上 友之    金田 真由

82 354 野村 昌弘NOMU3 3:15:24.91 -6Laps 7.09野村 純子 大瀬 節子

LAP = Lapped  -  DNF = Did Not Finish  -  DNS = Did Not Start  -  DSQ = Disqualified
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83 373 林 浩明たけなみ 2:59:17.40 -7Laps 6.88林 栄子

84 336 福永 峰子CSY3 3:11:06.48 -7Laps 6.48雲井 健 相川 栞

85 333 木下 敦介ﾁｰﾑのんほい 3:18:05.30 -7Laps 6.28木下 理代子 佐野 絵里    笹原 要

DNS 328 浅井 愛子ARTISAN3 -0浅井 征治 神尾 弘美    神尾 治志

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