
リザルト：一般女子Ｂ
2017/09/24    7:05:00 スタート

選手名 Time +TOP順位 No.

第７回まえばし赤城山ヒルクライム大会

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県

1:13:42 0:001 513 榎本 美帆 エノモト ミホ ＭＩＶＲＯ 東京都

1:18:38 4:562 900 井上 恵美 イノウエ メグミ ごじゃっぺＲＣ 茨城県

1:20:56 7:143 3440 大宅 陽子 オオヤ ヨウコ 埼玉県

1:22:54 9:124 3443 三谷　尚子

1:25:15 11:335 1629 千野 あゆみ チノ アユミ チャリんぽＲＴ 埼玉県

1:26:54 13:126 1556 澁澤 晃子 シブサワ アキコ 群馬自転車部 群馬県

1:28:38 14:567 601 堀越 さわ子 ホリコシ サワコ ＧＲＯＯＶＹ 群馬県

1:30:05 16:238 1670 清水 優 シミズ ユウ ＲＥＩＮＡ 群馬県

1:30:21 16:399 981 田中　裕香 タナカ　ユカ u.D.n Racing 東京都

1:30:50 17:0810 898 梶川 真未 カジカワ マミ チームかね八 埼玉県

1:33:38 19:5611 843 石川 由紀子 イシカワ ユキコ ぐりーんめん 茨城県

1:34:30 20:4812 1656 太田 瑞帆 オオタ ミズホ 神奈川県

1:36:35 22:5313 2434 山根 あまね ヤマネ アマネ 富山県

1:36:52 23:1014 2237 小島　尚子 コジマ　ナオコ 群馬県

1:38:26 24:4415 1929 金崎 聖美 カネザキ サトミ 千葉県

1:40:18 26:3616 3445 牧野ステテコ

1:41:51 28:0917 2600 矢野 紘子 ヤノ ヒロコ ＩＪＣＣ 群馬県

1:43:28 29:4618 2206 木下 あゆみ キノシタ アユミ トコサイ倶楽部 埼玉県

1:45:39 31:5719 2279 小林 香乃子 コバヤシ カノコ 埼玉県

1:48:31 34:4920 3254 椎名 麻紀子 シイナ マキコ ＳＥＯ　２７８ 千葉県

1:49:46 36:0421 2598 小島 智香 コジマ チカ ルート６１０ 東京都

1:51:13 37:3122 2115 大林 明日香 オオバヤシ アスカ Ｆｌｅｃｈａ 茨城県

1:51:49 38:0723 2174 小池 真由美 コイケ マユミ Ｆｌｅｃｈａ 千葉県

1:52:56 39:1424 3313 齋藤 まりこ サイトウ マリコ 東京都

1:54:22 40:4025 2738 弓削田 智美 ユゲタ トモミ 群馬県

1:54:35 40:5326 2574 山下 未奈 ヤマシタ ミナ 東京都

1:55:26 41:4427 2604 岡ノ谷 博子 オカノヤ ヒロコ 群馬県

1:57:12 43:3028 2927 坂村 香織 サカムラ カオリ トレラバ 栃木県

1:57:56 44:1429 2417 阿部 佐保里 アベ サオリ 群馬県

2:00:58 47:1630 2645 深澤 美紗子 フカサワ ミサコ 東京都

2:03:36 49:5431 2718 角田 恵津子 ツノダ エツコ 群馬県

2:05:10 51:2832 2208 松本 恵 マツモト メグミ ＧＲＢＯ 群馬県

2:07:08 53:2633 2976 吉田 知世 ヨシダ チヨ 群馬県

2:07:56 54:1434 3397 根岸 佑奈 ネギシ ユウナ 神奈川県

2:15:34 61:5235 2183 増山 葉月 マスヤマ ハヅキ 群馬県

2:24:27 70:4536 2715 清水 幸子 シミズ サチコ ＴＣＣ 千葉県

2:24:52 71:1037 3152 小暮 知希 コグレ トモキ 群馬県

2:27:30 73:4838 2989 北島 友美 キタジマ トモミ トレラバ 茨城県

2:35:11 81:2939 3352 船田 涼子 フナダ リョウコ とねみのる 群馬県

2:35:33 81:5140 2429 千坂 綾子 チサカ リョウコ 神奈川県

2:40:55 87:1341 3381 坂井 聖美 サカイ キヨミ 東京都

2:48:31 94:4942 3151 よし田 れい子 ヨシダ レイコ 栃木県

2:52:09 98:2743 1759 櫻澤 ひとみ サクラザワ ヒトミ てくてく 埼玉県

3:01:45 108:0344 2637 松村 未歩 マツムラ ミホ 群馬県

Page: 1 / 12017/9/24 12:13:29  POWERTAG by Matrix-Inc 


