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 RANK BIB Riders TEAM TIME GAPCATEGORY CtgPL

1 1:02:43女子ペア -大掛 莉奈 大掛ツインズ1 大掛 柚奈31

2 1:21:24男子ペア +18:41古橋 遼祐 祝！ミスチル３０周年1 中村 雄一22

3 1:24:01混成ペア +21:18栗田 英里 わりと暇なふたり1 内山 達矢41

4 1:25:21男子ペア +22:38小西 真幸 ファリーナ2 阿部 泰久11

5 1:26:47男子ペア +24:04信岡 翔哉 店長じゃないよ双子だよ3 浜島 一道19

6 1:27:26混成ペア +24:43田中 紀久代 部長と部下2 服部 輝幸45

7 1:31:31男子ペア +28:48越野 智郎 こしのけ4 越野 章15

8 1:33:13ペア親子 +30:30河野 結音 ゆいね＆のりゆき1 河野 将之63

9 1:34:58男子ペア +32:15山田 武義 チームバージン5 渡邊 充13

10 1:37:59男子ペア +35:16兼松 剛士 バイヤー6 吉田 慶太郎27

11 1:40:01ペア夫婦 +37:18長神 義弘 老夫婦1 長神 智恵52

12 1:41:50男子ペア +39:07久野 元晴 カルビ＆ロース7 西村 竜彦17

13 1:49:00男子ペア +46:17岩津 優作 月虹ノ旅人8 濱ﾉ上 颯28

14 1:49:08男子ペア +46:25安江 佑樹 トレトン２9 平野 裕司21

15 1:49:08男子ペア +46:25澤田 智正 トレトン１10 中川 郁朗24

16 1:49:46女子ペア +47:03高橋 薫 穂高っ子2 神野 あかり33

17 1:50:31男子ペア +47:48石原 聖季 卍丸兄弟11 須見 桂太18

18 1:51:03男子ペア +48:20朝倉 匠 チームアサネボウ12 伊藤 大騎26

19 1:53:41男子ペア +50:58佐渡山 将太 ともだおれブラザーズ13 釜田 淳志23

20 2:00:51ペア親子 +58:08永井 良磨 ピースケ2 永井 洋子64

21 2:01:17男子ペア +58:34石川 清彦 ＴＫＲ14 平松 淳16

22 2:02:00ペア夫婦 +59:17近藤 紘司 笑耐夢2 近藤 沙織56

23 2:08:56男子ペア +1:06:13佐藤 正治 イチジヨーズ15 神野 篤史14

24 2:09:27混成ペア +1:06:44長谷川 享 きめつはしり隊3 澤田 愛43

25 2:11:13ペア夫婦 +1:08:30飯田 理央 こたぷたぷ3 飯田 祥矢57

26 2:14:31女子ペア +1:11:48市川 美紀 チーム鳩3 加納 麻紀32

27 2:21:27ペア夫婦 +1:18:44澤田 千広 武澤田4 澤田 瑛史55

28 2:23:50ペア親子 +1:21:07上村 謙太 上村さん3 上村 都61

29 2:25:30男子ペア +1:22:47中川 儀一 健康第一だがスイーツは外せな16 福永 聡20

30 2:29:59ペア夫婦 +1:27:16早川 徹 スカイブルー5 早川 由香53

31 2:33:15混成ペア +1:30:32萩平 由美子 萩平家4 萩平 隼也46

32 2:37:38男子ペア +1:34:55花井 敏隆 はなふじ17 近藤 智明25

33 2:46:23男子ペア +1:43:40北川 達弥 八幡高校野球部18 福山 良孝12

34 2:52:57ペア親子 +1:50:14岩田 美咲貴 父と娘4 岩田 篤62

35 2:53:00女子ペア +1:50:17山本 晴美 タカコとハルミ4 岩田 貴子34

36 3:00:15ペア夫婦 +1:57:32細川 泉帆 ＹｕＩｚＨ6 細川 佑一郎51

37 3:09:12女子ペア +2:06:29杉本 聡子 さとことあやこ5 大谷 綾子36

38 3:21:49混成ペア +2:19:06森 佳子 近江のよしこ5 池戸 洋臣44

39 3:21:49女子ペア +2:19:06岡部 沙織 田舎の野球部マネージャーチー6 溝江 麻衣子35

40 3:44:31混成ペア +2:41:48近藤 りりこ Ｆａｍｉーｋｏｎ6 近藤 慎二42

DNS ペア夫婦 -向井 紀子 ＣＡＣＨＡＬＯＴ向井 義人54

Number of Starters.:40

Number of Finishers.:40

DNS:1

DNF:0

DQ:0

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2022/10/22/. TIME: 13:46. page1


