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男女混成チーム

2022/05/15

 RANK BIB RIDERSTEAM TIME GAPLAPS
ウラヤマトレイル1 326 今泉 利教 松沢 健 ｳｨﾘｽﾏｯｸｽｳｪﾙ ｸﾚﾗﾝﾄﾞ 15 3:05:30.91 -

天神橋Team-T2 309 徳山 雄太 細江 孝章 中山 祐佳 15 3:13:21.26 +7:50.35

SHIDARA3 351 大脇 元 布施 洸芽 福家 さくら 14 3:06:55.93 -1Lap

ゴーヤーアクアヴィータ4 311 山本 幹也 原田 宗隆 疋田 文枝 14 3:09:15.45 -1Lap

かいそく兄妹だもんで5 301 木内 和恵 安藤 義人 13 3:00:55.73 -2Laps

華麗にカレー6 323 竹中 裕人 田中 良一 赤松 香緒里 13 3:02:05.56 -2Laps

前嶋正也の長嶋家7 308 長嶋 立 長嶋 駿和 長嶋 紗礼 13 3:04:30.77 -2Laps

トレラン初心者8 313 見城 維佐久 山本 翔一 冨岡 佑美 13 3:04:50.99 -2Laps

リファランズ9 336 長神 智恵 長神 義弘 神谷 忠弘 13 3:05:25.50 -2Laps

URAYAMATRAIL 210 312 小池 幸浩 尾崎 雅彦 山中 亜希子 13 3:08:43.77 -2Laps

OTTO鹿島11 346 奥田 篤志 大竹 千恵子 辻田 直樹 12 3:02:01.85 -3Laps

ホシケン12 339 星野 金彦 藤田 陽也 伊藤 雅也 12 3:06:07.25 -3Laps

無洗米大学　陸上競技部13 305 長田 翔太郎 長田 紗世 12 3:08:59.14 -3Laps

オジサンポK14 322 山田 圭介 井原 宏典 岩崎 実千枝 12 3:09:33.20 -3Laps

ちゃーさまかわいい15 328 山崎 将芳 浅井 理絵 佐々木 真弥 12 3:10:08.12 -3Laps

おじさんぽＭ16 316 新貝 光範 加藤 継之介 岩崎 菜々美 12 3:10:08.43 -3Laps

春run漫 再び17 330 近藤 展弘 森本 郁美 浜島 一道 12 3:11:25.18 -3Laps

オジサンポA18 319 北原 あゆみ 中村 法規 伴野 和秋 12 3:12:06.15 -3Laps

チーム伊勢神宮19 349 白澤 耕治 中村 亮介 中村 晶子 12 3:12:31.94 -3Laps

ゴン攻めの県庁20 331 ごとう けんた 末永 万葉 山田 智昭 12 3:14:55.37 -3Laps

endorphinだもんで21 350 山口 徹 野中 由美 内田 展浩 11 3:01:23.01 -4Laps

injured22 303 倉 貴大 青山 直美 11 3:02:31.94 -4Laps

おーじくうた23 306 伏見 誠 迫 千奈美 11 3:07:23.30 -4Laps

E.M.MTB3号24 318 今井 伸一 小久保 惣平 本多 智美 11 3:08:12.46 -4Laps

SOTODE25 329 青木 宏和 原 明弘 永嶺 美那子 11 3:08:25.31 -4Laps

@HOME26 317 木下 朋彦 對木 大輔 堀 絵見 11 3:11:01.82 -4Laps

Royと愉快な仲間たち27 335 渡邉 龍一 横井 快匡 濃野 永貢子 11 3:15:15.00 -4Laps

Sakai Family28 307 酒井 一平 酒井 まどか 11 3:19:23.84 -4Laps

LOVE29 341 今泉 浩明 黒田 達弥 田畑 敦子 10 3:00:58.77 -5Laps

ハンテンボク30 343 中村 由香 加藤 賢吾 橋詰 謙治 10 3:03:57.60 -5Laps

ビッタビタの県庁31 332 川満 奈々子 園部 宗生 石川 勇 10 3:07:51.37 -5Laps

GOLF LOVERS32 347 真弓 真紀子 河口 美穂 佐治 和佳子 10 3:09:19.82 -5Laps

アーティザン33 345 浅井 愛子 安藤 大輔 髙橋 加奈子 10 3:11:17.39 -5Laps

ちゃらとれNAGOYA34 324 門田 茉里 堀 聡子 荒瀬 大介 10 3:12:54.67 -5Laps

フンゴムズ35 348 所 幸彦 石川 修司 小久保 由香 10 3:13:32.03 -5Laps

県庁、真夏の大冒険36 333 稲山 清恵 丹羽 貴裕 池田 有槻 9 3:01:02.36 -6Laps

スカイブルー37 338 早川 徹 早川 由香 栗城 善和 9 3:02:01.29 -6Laps

ポンコツ38 344 竹ノ内 重樹 金田 真由 百瀬 太郎 9 3:04:13.56 -6Laps

クッキーアンドビア１39 320 田中 朱奈 上市 愛子 山崎 昌宣 9 3:04:49.22 -6Laps

ジョギン部40 315 内藤 祐子 木下 敦 澤井 康師 9 3:07:34.40 -6Laps

笑いに全集中41 310 林 直人 高橋 真由美 中村 真治 9 3:09:53.04 -6Laps

チームアドバ42 342 加藤 浩之 金井 和則 尾島 真理 9 3:10:46.96 -6Laps

TEAM NORIHEY43 304 秋本 光隆 秋本 歩美 9 3:13:19.11 -6Laps

ドリームチャイルズ44 321 荒屋 美佳 大田 朋子 山﨑 紀夫 9 3:14:03.29 -6Laps

チーム凡人ですがなにか？45 314 田中 孝樹 川口 利江 神谷 理恵 9 3:15:21.53 -6Laps

かまぼこ隊46 340 たんたん炭治郎 我妻 善逸 嘴平 伊之助 8 3:00:29.56 -7Laps

チーム無限列車47 334 堀 直博 神吉 由紀子 谷出 はるか 8 3:00:46.73 -7Laps
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久しぶりダモンデ48 302 岩橋 弘幸 相川 栞 8 3:04:10.00 -7Laps

病み上がりでんねん49 327 宮田 賢治 名谷 紫央 城田 恵美 8 3:12:01.97 -7Laps

チームのんほい50 337 木下 敦介 木下 理代子 佐野 絵里 8 3:15:43.50 -7Laps

観光課51 352 武川李久那 古田真央 吉野雅登 1 16:12.83 -14Laps

endorphinだもんでDNS 325 山口 徹 野中 由美 内田 展浩 0 -

Number of Starters.:51

Number of Finishers.:51

DNS:1

DNF:0

DQ:0

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2022/05/15/. TIME: 13:37. page2


