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 RANK BIB RIDERSTEAM TIME GAPLAPS
東 ゆりか1 徳山 雄太 細江 孝章 瀬戸口 宏 15 3:14:05 -天神橋Team-天335

2 山本 幹也 疋田 文枝 原田 宗隆 14 3:06:52 -1Lapおたんこなす305

中島 真由美3 河合 亜加理 籾山 広行 中島 聡太 14 3:11:48 -1Lapチームペガサス、再び319

古川 美紀4 城殿 祐司 桑原 周作 都築 佳美 14 3:13:16 -1Lap天神橋Team-神336

5 丸山 敦生 近藤 高弘 鹿野 美保 13 3:01:35 -2Lapsあんぽんたん306

6 山口 徹 井上 恭介 長坂 利依 13 3:08:14 -2Lapsスカンク315

山中 亜希子7 小池 幸浩 見城 維佐久 野澤 元美 13 3:09:17 -2LapsURAYAMA TRAIL 煌324

8 加藤 貴 瀬戸内 章宏 川口 智子 13 3:13:30 -2Lapsとんちんかん307

塩井 章平9 河村 達彦 尾崎 達也 佐々木 真弥 12 3:00:14 -3Laps中山ゴリラ以外No2316

10 倉 貴大 青山 直美 12 3:02:11 -3Lapsヴィクトワールシュヴァルブラン302

坂部 隼一朗11 坂部 豪俊 坂部 元康 坂部 志帆 12 3:09:47 -3LapsTeam SKB318

田島 暢行12 祖父江 絢子 加藤 佳一 日笠 信義 12 3:10:40 -3Lapsあやちゃんと三銃士by前田塾334

吉田 敏一13 奥田 篤志 赤城 圭介 大竹 千恵子 12 3:17:23 -3LapsREIWA342

下田 祐也14 森本 郁美 浜島 一道 坂口 朋代 11 3:00:15 -4Lapsほぼはじめまして344

内田 美由紀15 難波 孝憲 秦 舞 山﨑 理絵 11 3:01:58 -4Laps中山ゴリラ以外No1328

杉浦 千夏16 山田 圭介 岩崎 菜々美 新貝 光範 11 3:04:14 -4LapsおじさんぽK343

野々山 宏行17 横井 哲 冨川 智美 伊藤 麻美子 11 3:04:55 -4Lapsヨイコだもんでby 前田塾326

岩田 充恵18 佐藤 和司 前原 定子 中川 千加子 11 3:05:04 -4Lapsチーフ万歳！325

小川 健一19 横井 朋美 磯貝 真志 川村 喜美代 11 3:06:07 -4Lapsオガちゃんと愉快な仲間たち331

加藤 継之助20 北原 あゆみ 伴野 和秋 中村 治規 11 3:06:36 -4LapsオジサンポA340

宮崎 悠平21 平出 有紀 山口 翔大 竹内 壮志 11 3:06:38 -4Lapsめーだいとれいる353

加藤 真祐子22 吉川 亮 古川 雅英 岩代 勇毅 11 3:06:39 -4Lapsスクエアクライミング　ワン346

23 鳥居 陽介 鳥居 江理香 杉山 恵美 11 3:07:02 -4Lapsbird3312

田代 勝良24 山北 智子 金桶 千絵 田代 正絵 11 3:07:45 -4LapsKCM-T40´s348

岩田 将誉25 ごとう けんた 山田 智昭 末永 万葉 11 3:10:11 -4Lapsストロングもう一杯！前日が本番322

石川 勇26 荒木 翼 川満 奈々子 園部 宗生 11 3:10:11 -4Laps鬼才アラーキー323

27 木下 朋彦 對木 大輔 堀 絵見 11 3:12:35 -4Lapsathome311

大河内 あい子28 水野 富恵 松本 尚敏 山中 英恵 11 3:17:21 -4LapsTRG320

澤井 康師29 内藤 祐子 遠藤 美紀子 木下 敦 11 3:17:36 -4Lapsジョギン部B329

仙木 信之30 神尾 弘美 浅井 愛子 安藤 大輔 10 3:00:26 -5Lapsartisan341

前田 真梨子31 内田 展浩 野中 由美 大崎 紀代 10 3:01:16 -5Lapsニンニン獅子丸351

鈴木 浩平32 神藤 郷 神藤 敦子 中林 宏之 10 3:04:06 -5Lapsteamじんじんりんりん317

向山 多重子33 水鳥 達也 新屋 広輔 小田原 莉亜 10 3:04:34 -5Lapsスクエアクライミング　ニャー347

大西 順子34 森口 良三 市原 由美 長谷川 桂子 10 3:06:29 -5LapsFROG333

山本 千里35 加藤 賢吾 夏目 藤一郎 斎川 江利子 10 3:08:20 -5Lapsハンテンボク338

小林 裕幸36 大橋 麻美 今泉 豊明 岩岡 寛子 10 3:08:37 -5Lapsコバちゃんと愉快な仲間たち332

増田 麻緒37 剱持 光尚 浦嶋 潤昇 山尾 武 10 3:17:01 -5Laps鹿島GP～黒猫の大群～350

38 中村 由香 荻野 嘉宏 浦 和宏 10 3:17:33 -5Lapsみみ313

金田 真由39 竹ﾉ内 重樹 百瀬 太郎 井上 友之 10 3:17:34 -5Lapsポンコツ337

山田 玲奈40 金山 琳 金山 航大 鵜飼 初美 10 3:17:43 -5Laps養老れいなーず349

居澤 麻美41 平田 恵美 平田 冴人 川口 愛弓 10 3:20:41 -5Lapsほぼソリーソとリバモン352

42 大串 清美 宮崎 優希 竹内 直人 9 3:02:53 -6LapsOMIT309

横井 由佳子43 門田 茉里 荒瀬 大介 堀 聡子 9 3:03:42 -6LapsちゃらとれNAGOYA345

加藤 景子44 神谷 正一 神谷 幸宏 井下 綾子 9 3:05:54 -6LapsとよしんRC チームGOD354

45 林 直人 高橋 真由美 小野寺 広子 9 3:06:48 -6Laps笑いに全集中304

46 中 峰生 志村 麻里亜 光岡 誠次 9 3:07:25 -6Lapsはっちゃけ隊314
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47 岩橋 弘幸 相川 栞 9 3:16:55 -6Laps久しぶりダモンデ301

竈門 禰󠄀豆子48 たんたん 炭治郎 我妻 善逸 嘴平 伊之助 9 3:17:15 -6Lapsかまぼこ隊327

49 羽部 裕子 香取 美緒 佐々木 勝則 9 3:20:39 -6Lapsですからして310

穂苅 美穂50 淺生 徳宏 淺生 由紀 穂苅 友規 8 2:58:58 -7Lapsスーパーチャージ321

宮原 洋介51 小田 健介 清水 厚詞 山本 杏子 8 3:04:45 -7Laps清水軍団339

52 藤本 忍 木下 敦介 木下 理代子 8 3:18:58 -7Lapsチームのんほい308

尾曲 由佳53 竹内 美枝 二橋 久美子 梶上 佳佑 7 3:02:14 -8Lapsゆるラン△330

54 夏目 順子 夏目 照久 6 2:59:07 -9Lapsテルとジュンコ303

Number of Starters.:54

FastestLap: 306  丸山 敦生   10:20  (15.1km/h)

Number of Finishers.:54

DNS:0

DNF:0

DQ:0
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