
 BIB NAME DIS TEAM TIMELAPS

Official Result
ファミリーライド

1 木村 正彦 愛知県 Cycle 木村   13:52.441ｷﾑﾗ ﾏｻﾋｺ ｻｲｸﾙ ｷﾑﾗ

1 木村 渓吾 愛知県 Cycle 木村   13:52.481ｷﾑﾗ ｹｲｺﾞ ｻｲｸﾙ ｷﾑﾗ

2 花井 栄二 愛知県 Team871   18:54.331ﾊﾅｲ ｴｲｼﾞ ﾁｰﾑﾊﾅｲ

2 花井 勇太 愛知県 Team871   18:54.141ﾊﾅｲ ﾕｳﾀ ﾁｰﾑﾊﾅｲ

3 小浦方 義則 愛知県 F3000   13:02.291ｺｳﾗｶﾀ ﾖｼﾉﾘ ｴﾌｻﾝｾﾞﾝ

3 小浦方 陸叶 愛知県 F3000   13:02.091ｺｳﾗｶﾀ ﾘｸﾄ ｴﾌｻﾝｾﾞﾝ

4 森下 あいこ 愛知県 ｱﾝﾀﾞｰｳｯﾄﾞ   14:16.581ﾓﾘｼﾀ ｱｲｺ ｱﾝﾀﾞｰｳｯﾄﾞ

4 森下 さや 愛知県 ｱﾝﾀﾞｰｳｯﾄﾞ   14:16.431ﾓﾘｼﾀ ｻﾔ ｱﾝﾀﾞｰｳｯﾄﾞ

5 長井 祐典 愛知県 ﾁｰﾑGENKI   15:43.331ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ ﾁｰﾑｹﾞﾝｷ

5 長井 元輝 愛知県 ﾁｰﾑGENKI   15:42.591ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝｷ ﾁｰﾑｹﾞﾝｷ

6 大島 史 愛知県 ayaSaya   25:51.901ｵｵｼﾏ ｱﾔ ｱﾔｻﾔ

6 大島 明 愛知県 ayaSaya   25:50.021ｵｵｼﾏ ｻﾔ ｱﾔｻﾔ

7 向井 孝明 愛知県 ﾁｰﾑｺﾊｯﾃｨｰ   24:23.231ﾑｶｲ ﾀｶｱｷ ﾁｰﾑｺﾊｯﾃｨｰ

7 向井 小遥 愛知県 ﾁｰﾑｺﾊｯﾃｨｰ   24:23.451ﾑｶｲ ｺﾊﾙ ﾁｰﾑｺﾊｯﾃｨｰ

8 福田 英久 愛知県 MjHbGo DNS0ﾌｸﾀ ﾋﾃﾞﾋｻ ｴﾑｼﾞｪｲｴｲﾁﾋﾞｰｺﾞｰ

8 福田 雅 愛知県 MjHbGo DNS0ﾌｸﾀ ﾐﾔﾋﾞ ｴﾑｼﾞｪｲｴｲﾁﾋﾞｰｺﾞｰ

9 越知 貞裕 愛知県 ｵﾁ   12:36.361ｵﾁ ｻﾀﾞﾋﾛ ｵﾁ

9 越知 映成 愛知県 ｵﾁ   12:37.511ｵﾁ ｱｷﾅﾘ ｵﾁ

10 木村 浩基 愛知県 ﾄｰﾃｯｸ468   25:45.471ｷﾑﾗ ﾋﾛﾓﾄ ﾄｰﾃｯｸﾖｰﾛｯﾊﾟ

10 木村 絢南 愛知県 ﾄｰﾃｯｸ468   25:45.641ｷﾑﾗ ｱﾔﾅ ﾄｰﾃｯｸﾖｰﾛｯﾊﾟ

11 山藤 健祐 岐阜県 けんぞうとるいころ!   17:17.171ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｽｹ ｹﾝｿﾞｳﾄﾙｲｺﾛ

11 山藤 琉衣 岐阜県 けんぞうとるいころ!   17:17.511ﾔﾏﾌｼﾞ ﾙｲ ｹﾝｿﾞｳﾄﾙｲｺﾛ

12 山城 啓秀 愛知県 ちｰむSY   12:04.201ﾔﾏｼﾛ ﾖｼﾋﾃﾞ ﾁｰﾑｴｽﾜｲ

12 山城 静輝 愛知県 ちｰむSY   12:05.531ﾔﾏｼﾛ ｼｽﾞｷ ﾁｰﾑｴｽﾜｲ

13 森岡 伸悦 愛知県 Nobu   23:44.921ﾓﾘｵｶ ﾉﾌﾞﾖｼ ﾉﾌﾞ

13 森岡 佑奈 愛知県 Nobu   23:44.831ﾓﾘｵｶ ﾕｳﾅ ﾉﾌﾞ

14 足達 憲和 滋賀県 Blue Sky   10:33.301ｱﾀﾞﾁ ﾉﾘｶｽﾞ ﾌﾞﾙｰｽｶｲ

14 足達 青空 滋賀県 Blue Sky   10:32.491ｱﾀﾞﾁ ｿﾗ ﾌﾞﾙｰｽｶｲ

15 星野 勇樹 岐阜県 ﾁｰﾑ1015   19:47.171ﾎｼﾉ ﾕｳｷ ﾁｰﾑｲﾁﾏﾙｲﾁｺﾞ

15 星野 十弥 岐阜県 ﾁｰﾑ1015   19:47.101ﾎｼﾉ ﾄｵﾔ ﾁｰﾑｲﾁﾏﾙｲﾁｺﾞ

16 池垣 直則 愛知県 ｼｮｰﾀｰ   14:56.901ｲｹｶﾞｷ ﾅｵﾉﾘ ｼｮｰﾀｰ

16 池垣 翔太 愛知県 ｼｮｰﾀｰ   14:56.821ｲｹｶﾞｷ ｼｮｳﾀ ｼｮｰﾀｰ

17 里見 智美 愛知県 かわうそさんﾁｰﾑ   14:13.791ｻﾄﾐ ﾄﾓﾐ ｶﾜｳｿｻﾝﾁｰﾑ

17 里見 慧 愛知県 かわうそさんﾁｰﾑ   14:13.471ｻﾄﾐ ｹｲ ｶﾜｳｿｻﾝﾁｰﾑ

18 黒崎 淳美 愛知県 ﾙｲﾋﾞﾄﾝ   24:01.681ｸﾛｻｷ ｱﾂﾐ ﾙｲﾋﾞﾄﾝ

18 黒崎 流生 愛知県 ﾙｲﾋﾞﾄﾝ   24:01.511ｸﾛｻｷ ﾙｲ ﾙｲﾋﾞﾄﾝ

19 目片 敏男 愛知県 ﾁｰﾑﾘｭｳ   20:04.281ﾒｶﾀ ﾄｼｵ ﾁｰﾑﾘｭｳ

19 目片 隆之介 愛知県 ﾁｰﾑﾘｭｳ   20:03.041ﾒｶﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾁｰﾑﾘｭｳ

20 金子 雄大 愛知県 ﾓﾗﾝ   24:58.271ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾞｲ ﾓﾗﾝ

20 金子 莉玖 愛知県 ﾓﾗﾝ   24:57.551ｶﾈｺ ﾘｸ ﾓﾗﾝ

21 原田 幸太 愛知県 Cycling Team Harada   16:24.901ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ﾁｰﾑ ﾊﾗﾀﾞ

21 原田 結菜 愛知県 Cycling Team Harada   16:24.821ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾅ ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ﾁｰﾑ ﾊﾗﾀﾞ

22 平井 謙二 愛知県 ﾅｵ ﾊﾟﾊﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ   12:16.351ﾋﾗｲ ｹﾝｼﾞ ﾅｵ ﾊﾟﾊﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ

22 平井 菜緒 愛知県 ﾅｵ ﾊﾟﾊﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ   12:16.311ﾋﾗｲ ﾅｵ ﾅｵ ﾊﾟﾊﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ

23 伊藤 亮 愛知県 RYOBOSALA   16:08.321ｲﾄｳ ﾘｮｳ ﾘｮﾎﾞｻﾗ

23 伊藤 紗来 愛知県 RYOBOSALA   16:08.281ｲﾄｳ ｻﾗ ﾘｮﾎﾞｻﾗ

24 鹿子木 寛 愛知県 GACK   13:16.241ｶﾅｺｷﾞ ﾋﾛｼ ｶﾞｯｸ

24 鹿子木 彩人 愛知県 GACK   13:16.341ｶﾅｺｷﾞ ｱﾔﾄ ｶﾞｯｸ

25 村木 貴巳 愛知県 MURAKI家   18:16.191ﾑﾗｷ ﾀｶﾐ ﾑﾗｷｹ

25 村木 凱奏 愛知県 MURAKI家   18:14.441ﾑﾗｷ ｶｲｿｳ ﾑﾗｷｹ
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26 比嘉 正春 愛知県 Eitan's   18:50.061ﾋｶﾞ ﾏｻﾊﾙ ｴｲﾀﾝｽﾞ

26 比嘉 瑛太 愛知県 Eitan's   18:50.151ﾋｶﾞ ｴｲﾀ ｴｲﾀﾝｽﾞ

27 宇野 公崇 岐阜県 ﾊﾙｱﾂｷﾝｸﾞ   16:19.991ｳﾉ ｷﾐﾀｶ ﾊﾙｱﾂｷﾝｸﾞ

27 宇野 晴貴 岐阜県 ﾊﾙｱﾂｷﾝｸﾞ   16:19.941ｳﾉ ﾊﾙｷ ﾊﾙｱﾂｷﾝｸﾞ

28 宇野 ゆかり 岐阜県 ｱﾂﾊﾙｷﾝｸﾞ   21:37.381ｳﾉ ﾕｶﾘ ｱﾂﾊﾙｷﾝｸﾞ

28 宇野 淳登 岐阜県 ｱﾂﾊﾙｷﾝｸﾞ   21:36.851ｳﾉ ｱﾂﾄ ｱﾂﾊﾙｷﾝｸﾞ

29 久野 千鶴 愛知県 KUNO   17:29.211ｸﾉ ﾁﾂﾞﾙ ｸﾉ

29 久野 悠成 愛知県 KUNO   17:29.411ｸﾉ ﾕｳｾｲ ｸﾉ

30 山田 聡 愛知県 team Y   18:15.391ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ ﾁｰﾑ ﾜｲ

30 山田 一志 愛知県 team Y   18:16.121ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｼ ﾁｰﾑ ﾜｲ

31 吉澤 正幸 愛知県 ｻｲｸﾙﾁｰﾑﾍﾑﾍﾑ   21:36.511ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ ｻｲｸﾙﾁｰﾑﾍﾑﾍﾑ

31 吉澤 雄登 愛知県 ｻｲｸﾙﾁｰﾑﾍﾑﾍﾑ   21:38.701ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｻｲｸﾙﾁｰﾑﾍﾑﾍﾑ

32 金丸 友作 愛知県 逆転王   19:07.721ｶﾅﾏﾙ ﾕｳｻｸ ｷﾞｬｸﾃﾝｵｳ

32 金丸 空暉 愛知県 逆転王   19:07.881ｶﾅﾏﾙ ﾀｶｷ ｷﾞｬｸﾃﾝｵｳ

33 倉崎 浩二 滋賀県 ｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞ8   15:16.301ｸﾗｻｷ ｺｳｼﾞ ｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞｴｲﾄ

33 倉崎 瞬成 滋賀県 ｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞ8   15:16.101ｸﾗｻｷ ｼｭﾝｾｲ ｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞｴｲﾄ

34 原 啓人 愛知県 HRC DNS0ﾊﾗ ﾋﾛﾄ ｴｲﾁｱｰﾙｼｰ

34 原 里道 愛知県 HRC DNS0ﾊﾗ ｻﾄﾐﾁ ｴｲﾁｱｰﾙｼｰ

64
64

4
0
0

Number of Starters.:
Number of Finishers.:
DNS:
DNF:
DSQ:

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2019/10/06/. TIME: 10:21. page2


