
3時間耐久 男女混成チーム

 RANK BIB TEAM TIME GAP km/hLAPSRIDERS

Official Results2019/10/20

1 311 森本 大輔URAYAMA TRAIL 3:06:32.65 - 12.315松沢 健 井原 妙重    今泉 利教

2 305 籾山 広行ﾁｰﾑﾍﾟｶﾞｻｽ 3:06:36.72 -2Laps 10.713河合 亜加理 中島 真由美    中島 聡太

3 378 鈴木 紀久代Start Liner 3:10:58.61 -2Laps 10.413藤本 富美子 小林 章浩    青谷 康一

4 392 後藤 謙太県庁ﾘﾗｯｸｽ 3:12:33.23 -2Laps 10.313古川 主税 田中 一平    田中 美里

5 307 中尾 嘉弥Monkey Crew B 3:13:18.99 -2Laps 10.313谷本 喬光 谷本 春菜

6 333 中條 慎治郎しんちゃんのおしりかじり虫隊 3:16:53.21 -2Laps 10.113山田 育代 鈴木 美穂子    久田 結花

7 357 向井 紀子CACHALOT 3:03:41.91 -3Laps 10.012向井 義人 丸畑 明彦    仲松 康太

8 374 藤井 健一#名古屋igﾌｧﾝｷｰｽﾞ 3:04:18.05 -3Laps 10.012谷垣 武志 北原 佑記    加藤 千早百

9 327 中神 力嗣ﾁｰﾑこてつ 3:05:33.38 -3Laps 9.912中神 真由美 佐々木 寛子

10 348 赤松 洋祐setagawarunners 3:06:25.67 -3Laps 9.812井坂 勇佑 磯田 真由美    奥田 かおり

11 396 林 幸子東栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ A 3:06:49.63 -3Laps 9.812金田 新 齋藤 峻介    原 諒祐

12 309 嶋田 成彦DO M NOKAI 3:10:13.95 -3Laps 9.612小松 秀寿 伏見 誠    迫 千奈美

13 345 浅井 小百合TEAM 実2 3:10:34.93 -3Laps 9.612水間 浩二 森下 泰伸    沓名 聖之助

14 310 太田 恵介ﾀｰｺｲｽﾞ 3:10:43.86 -3Laps 9.612堀田 満代

15 316 三上 智春ﾁｰﾑﾀﾌ 3:13:41.70 -3Laps 9.512三上 和海

16 379 山中 亜希子名鉄3R 3:18:30.67 -3Laps 9.212山中 頂丘

17 336 小早川 泰宏TEAM 一徳一心 3:00:46.05 -4Laps 9.311向井 舞未子 高橋 秀徳    前田 航佑

18 381 中村 亮介ﾁｰﾑ伊勢神宮 3:00:46.90 -4Laps 9.311白澤 耕治 名古屋 優    中村 晶子

19 386 岩瀬 彩みｰくん 3:01:00.93 -4Laps 9.311楠本 喜久 中川 郁朗    森下 達也

20 320 前田 邦博前田塾本丸 3:02:30.57 -4Laps 9.211伊藤 幸二 冨川 智美

21 332 佐藤 潤さといち 3:02:54.18 -4Laps 9.211佐藤 千明 市川 真裕    市川 由紀

22 317 牧田 圭介Team Makita 3:03:07.62 -4Laps 9.211牧田 有沙 茂木 直也

23 398 宮川 直樹とよしんRC ﾁｰﾑM 3:03:14.24 -4Laps 9.211神谷 正一 黒野 晴美    土屋 朋津

24 306 上野 洋路Monkey Crew A 3:04:07.15 -4Laps 9.111瀬崎 暢子 淺原 康史

25 352 山下 力也杉本組 3:04:09.88 -4Laps 9.111山下 めぐみ 杉本 奈々美    大高 均

26 391 池田 有槻県庁ﾘﾐｯｸｽ 3:04:12.36 -4Laps 9.111櫻井 真吾 澤田 瑛史    稲山 清恵

27 324 早川 園子ﾁｰﾑひらまつ 3:04:49.14 -4Laps 9.111平松 直訓 古田 一平    川原田 真那

28 303 中村 啓二安原RC 3:05:08.32 -4Laps 9.111扇 秀樹 水谷 英明    水谷 加代

29 321 中田 欣宏短ﾊﾟﾝ万歳 3:05:49.84 -4Laps 9.011前田 さやか 日笠 信義

30 341 飯田 美代子だも~んね 1組 3:07:01.78 -4Laps 9.011前出 純平 小島 達也    森下 友稀

31 370 安藤 大輔ｱｰﾃｨｻﾞﾝ1 3:08:30.23 -4Laps 8.911杉山 泰彦 財部 剛    財部 真希子

32 325 伊藤 由美朝活だいすき! 3:09:05.20 -4Laps 8.911南 明希 杉田 義樹

33 312 小林 耕次ふみちゃんず 3:10:09.41 -4Laps 8.811神谷 史子 野地 泰満    今井 勇一

34 358 濃野 永貢子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ&ﾄﾞﾘﾝｶｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 3:10:33.00 -4Laps 8.811和久田 祐子 小林 裕幸    今泉 豊明

35 390 青山 真之県庁ﾘﾀｰﾝｽﾞ 3:10:36.54 -4Laps 8.811相羽 美波 野村 知宏    冨田 恭孝

36 371 中尾 健一ｽﾄﾚｽの会 3:11:02.47 -4Laps 8.811近藤 秀子 清水 正亮

37 343 大谷 知美だも~んね 3組 3:11:10.40 -4Laps 8.811大谷 周三 山本 喜城    渡辺 勇児

38 360 加古 卓也名古屋igﾗﾝﾅｰｽﾞE 3:11:55.59 -4Laps 8.811中村 茜 佐々木 真弥    佐藤 信明

39 339 横田 徹Attto 3:12:54.64 -4Laps 8.711横田 亜砂実 木下 朋彦    水野 智仁

40 355 岩田 篤人妻と妻と俺 3:12:57.23 -4Laps 8.711岩田 貴子 山本 晴美

41 313 井澤 寿敬kyt-r 3:13:03.02 -4Laps 8.711井澤 良子 伊藤 圭    後藤 靖幸

LAP = Lapped  -  DNF = Did Not Finish  -  DNS = Did Not Start  -  DSQ = Disqualified
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42 363 鳥居 江理香bird4 3:13:43.34 -4Laps 8.711青木 男 国広 勉    国広 大成

43 342 安藤 美穂だも~んね 2組 3:15:47.63 -4Laps 8.611伊藤 久恵 松田 雄一朗    浅場 勇喜

44 353 末廣 晃一火曜らいどん with B 3:15:52.89 -4Laps 8.611末廣 裕子 小栗 智子    田邊 守道

45 385 夏目 哲次Shita-RunnerB 3:17:22.52 -4Laps 8.511村岡 潤祐 金田 真幸    北口 衣李

46 331 田爪 辰憲ﾄﾗﾊﾞｰｽ 3:17:42.21 -4Laps 8.511徳原 晋 植村 孝裕    松井 真弓

47 380 所 幸彦ﾌﾝｺﾞﾑｽﾞ 3:18:27.92 -4Laps 8.511石川 修司 小久保 由香    内藤 昌子

48 302 中村 健児裸足RC愛知 ﾀﾞﾙｼﾑ 3:18:35.82 -4Laps 8.511兼子 達也 齊藤 裕子

49 304 宮田 賢治ﾁｰﾑ ﾈｸｻｽ 3:18:39.25 -4Laps 8.511田中 孝樹 近藤 奈美子    神谷 理恵

50 340 岩泉 光保TEAM屯屋B 3:19:04.41 -4Laps 8.411中野 恵理子 寺川 晃生    廣田 剛

51 367 中野 貴大ﾁｰﾑ中野 3:23:29.67 -4Laps 8.311入澤 貴哉 岩瀬 晃太    加藤 志歩

52 354 伊藤 雄司ここな 2:52:28.40 -5Laps 8.910坂本 健太 伊藤 雅    伊藤 心渚

53 338 鈴木 一彦ﾓｸﾊﾟｸ 3:00:08.35 -5Laps 8.510渡辺 英樹 兼松 正道    渡辺 紀代

54 329 梶 真左美GHK 3:03:08.63 -5Laps 8.310田中 修平 藤村 拓哉    柳瀬 雅之

55 350 齊藤 久夫裸足RC愛知 裸足の大将 3:03:28.90 -5Laps 8.310星 揚一郎 手嶋 実    兼子 実加

56 384 濵島 一道あいちゃん 3:03:55.37 -5Laps 8.310俵田 裕也 野村 咲子    長井 智美

57 326 疋田 文枝ﾏﾐｺﾘﾝ 3:05:01.32 -5Laps 8.310岩本 磨美 吉川 亮    田中 佑治

58 372 大須賀 康人本宮ほｰちゃんRC 3:05:21.70 -5Laps 8.210堂地 直毅 渡邊 大倫    黒谷 万希

59 351 生駒 美香ﾀﾞﾌﾞﾙﾎﾞｷﾞｰ 3:05:40.98 -5Laps 8.210伊藤 和祥 廣田 茂

60 387 矢澤 昭文TEAM寿楽荘 Part1 3:06:13.67 -5Laps 8.210夏目 有紀子 鈴木 博紀

61 323 原 英則前田塾 3:07:07.74 -5Laps 8.210中田 牧代 村岡 由美子

62 346 加藤 正人ZF Japan 1 3:08:06.65 -5Laps 8.110舟橋 直子 美濃羽 輝    大橋 亮太

63 383 今岡 衛幸ﾄﾘﾌﾟﾙﾎﾞｷﾞｰ 3:09:03.67 -5Laps 8.110谷口 里弥 青木 弥生

64 366 竹ノ内 重樹ﾎﾟﾝｺﾂ 3:09:05.77 -5Laps 8.110大川 典朗 荻野 嘉宏    斎川 江利子

65 330 木村 拓也ｻﾞ ﾓｰﾘｽﾏｲﾅｰｽﾞ 3:10:49.53 -5Laps 8.010木村 美恵子

66 356 大籔 高男DMG MORI 3:12:38.43 -5Laps 7.910石井 康敬 山本 勇樹    西口 智

67 347 鍋島 滋基ZF Japan A 3:12:41.46 -5Laps 7.910舟橋 優司 美濃羽 ちはる    大橋 ちほ

68 395 竹生 倫章ももさんｽﾞ 3:13:38.84 -5Laps 7.910市野 武史 七海 順子    齋藤 百代

69 344 後藤 実TEAM 実1 3:14:18.91 -5Laps 7.910竹崎 純子 本崎 裕幸    白石 布美子

70 397 原田 経美東栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ B 3:16:44.93 -5Laps 7.810亀山 和正 山本 卓男    石田 千裕

71 382 森本 郁美部下無課長代理 3:16:48.98 -5Laps 7.810椎葉 一司 三宅 浩史    三宅 知恵

72 365 池田 佳名子ﾁｰﾑI 3:17:06.97 -5Laps 7.710池田 洸善 村上 江利香    神藤 康江

73 388 金田 安代TEAM寿楽荘 Part2 3:21:11.43 -5Laps 7.610近田 由美子 太田 光星

74 375 伊藤 智子Mountain fellow 3:21:58.29 -5Laps 7.610中西 知真子 久納 俊之

75 319 堀江 明弘BESTstyle 2:24:15.27 -6Laps 9.59戸髙 由美 天利 優里

76 308 小沼 洋子Team ﾜｯｼｮｲ 2:45:35.64 -6Laps 8.39小沼 健二郎

77 337 岩橋 弘幸CSY3 3:00:35.26 -6Laps 7.69荻内 貴藍 相川 栞

78 322 大橋 誠ﾁｰﾑﾊﾟﾀﾊﾟﾀ1 3:00:53.30 -6Laps 7.69吉谷 令子 市川 久美子

79 364 加藤 賢吾ﾊﾝﾃﾝﾎﾞｸ 3:02:02.38 -6Laps 7.59中村 由香 山本 千里    松井 牧子

80 349 髙田 潤裸足RC愛知 ﾃﾙﾏｴﾛﾏｴ 3:02:09.65 -6Laps 7.59得永 慶 坂田 満    金森 まみよ

81 314 小島 隆司名古屋ｱｲﾀﾞﾓﾝﾃﾞ 3:02:49.48 -6Laps 7.59澤田 順子 鈴木 奈央    堀内 しのぶ

82 328 浅井 愛子ARTISAN3 3:03:03.77 -6Laps 7.59神尾 弘美 高橋 健二    高橋 加奈子

LAP = Lapped  -  DNF = Did Not Finish  -  DNS = Did Not Start  -  DSQ = Disqualified
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83 318 戸澤 兵吾ﾄｻﾞﾜ 3:04:22.43 -6Laps 7.49戸澤 律子 宮副 優三    味岡 美幸

84 361 峰野 勝久THE 暫時休憩ｽﾞ 3:05:18.35 -6Laps 7.49安形 義光 鈴木 崇浩    目 美菜子

85 368 山室 寿しぎやま 3:05:58.03 -6Laps 7.49山室 ふみ 鴫島 千絵子

86 359 佐藤 知実ﾁｰﾑMAX 3:07:46.09 -6Laps 7.39佐藤 和雄 山茂 望    水野 将也

87 315 祖父江 しょう
じ

ﾁｰﾑNIC 3:08:23.96 -6Laps 7.39荻 さあや 細野 千晶    白波瀬 景子

88 362 島崎 亮RGF ﾘﾀｰﾝｽﾞ 3:09:09.46 -6Laps 7.39島崎 貴子 藤田 秀隆    高山 雄二

89 377 安藤 恭代ｱｰﾁｻﾞﾝ2 3:09:11.91 -6Laps 7.39長谷川 靖師 仙木 信之    山下 修一

90 335 川島 勉ﾁｰﾑKAWASHI 3:11:31.80 -6Laps 7.29川島 素代 川島 慶子    正野 美恵子

91 376 林 浩明Takenami 3:12:27.83 -6Laps 7.19林 栄子

92 393 剱持 光尚ｶﾓﾝ!鹿島 3:14:00.45 -6Laps 7.19水野 茂 加藤 祐幸    小池 雅子

93 399 岡本 良STAMP RUN&CO 2:45:31.11 -7Laps 7.48岡本 綾 橋本 典久    コリン

94 373 渡辺 和広ｻﾊﾞﾝ 3:01:32.32 -7Laps 6.78渡辺 美紀 加藤 伸明    小林 彩佳

95 389 杉山 賢冴TANK一丁目 3:01:49.38 -7Laps 6.78菅田 直幸 溝江 武    亀井 星

96 369 大橋 深雪ﾁｰﾑﾊﾟﾀﾊﾟﾀ2 3:08:10.40 -7Laps 6.58近藤 耕司 近藤 彰子    石坂 静香

97 334 笹原 要ﾁｰﾑのんほい 3:15:46.97 -7Laps 6.28木下 敦介 木下 理代子    藤本 忍

97
97

0
0
0

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

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