
【 2時間エンデューロ レディース 】

2017/08/19 (Sat)

Distance :   1周（5.8ｋｍ）×R

第34回シマノ鈴鹿ロードレース大会

順位 No.
ﾄｯﾌﾟ
との差周回

平均
時速チーム名

ﾍﾟﾅﾙ
ﾃｨメンバー タイム

13  36.03ZIPPYOG1010 松本 景子 高田 由貴1 2:05:33.72

13 00:24.67 35.91超カルストライクルージュ1007 嶋口 佐知子 高田 陽子2 2:05:58.39

13 01:45.36 35.53sun&moon;&Y1009 木村 五月 其田 安菜 名越 ゆかり3 2:07:19.08

13 02:33.76 35.31WILSON CYCLE GF1021 金田 芳 山田 佳菜恵 田辺 愛 齋藤 静香4 2:08:07.48

12 -1Lap 33.97Du Bon Temps1022 岡田 香織 正満 美沙央 吉田 絵美子 定政 千加子5 2:02:55.92

12 -1Lap 33.69大垣ピストンズ オグマリ1003 小栗 智子 石川 真理6 2:03:56.87

12 -1Lap 33.62Team　all out1002 石橋 由美子 美並 聡子 内本 千雅7 2:04:12.51

12 -1Lap 33.59Elite Test Team1017 佐々木 穂波 久保田 夕夏8 2:04:19.11

12 -1Lap 33.40Ultra Pervers レディース1024 緒方 亜紗美 中山 めぐみ 原 理紗子9 2:05:00.70

12 -1Lap 32.97Team スクアドラ　淑女1001 安藤 奏子 源 汐里 江住 めぐみ 宮本 奏穂10 2:06:40.12

12 -1Lap 32.38チームナカツジにいひめ1016 松口 由紀 濵口 真帆 岡田 京子11 2:08:57.75

11 -2Lap 30.19チームアクオード園佳衣1012 平田 園子 髙橋 佳那 巽 衣代12 2:06:46.92

11 -2Lap 30.13Revolver　レディース1025 木村 亜希子 近澤 正美13 2:07:04.03

11 -2Lap 30.11ゾース・エレファンットメント1027 森川 瑶子 植田 祥子14 2:07:09.14

11 -2Lap 30.10JKCCチームL1014 大岩 忍 折戸 真澄15 2:07:11.03

11 -2Lap 30.02チームナカツジひね1015 中辻 令子 濵口 由美 南 紀子16 2:07:30.56

10 -3Lap 28.94コトミコノミ1008 大野 琴美 関 このみ17 2:00:13.79

10 -3Lap 28.71Clover F1023 柴谷 絢子 三浦 和美18 2:01:12.09

10 -3Lap 28.14moca&nakota; C1005 帰山 いづみ 河津 庸子 高橋 歩 林 優生19 2:03:38.99

10 -3Lap 27.45bフクイ　なんなら癒せます1019 豊岡 多恵 平木 聡深 中山 奏20 2:06:45.71

10 -3Lap 26.55バルバクラブ　ハクサンA1026 今井 美和 木田 美紀 太田 雅美21 2:11:03.06

9 -4Lap 26.11nm7 Racing1013 渥美 汐梨 加藤 友芽22 1:59:57.50

9 -4Lap 25.85ＭっＫＲ1018 古川 昌子 鈴木 さおり 片出 実里23 2:01:08.89

9 -4Lap 25.64＋CHARIBU1020 村井 柚紀 三浦 花奈子 具島 和香 高野 玲奈24 2:02:07.82

9 -4Lap 24.77moca&nakota; D1006 菅谷 知子 塩谷 裕美 藤崎 さち 青木 亜衣25 2:06:27.89

8 -5Lap 22.56TUFFSTUFF タフスタッフ1011 山川 幸子 牧野 郁子26 2:03:24.55

7 -6Lap 19.78浜松の仲間1004 藤田 恵子 小長谷 永子27 2:03:10.04
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