
ツール・ド・美ヶ原2022　リザルト

カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
激坂賞 一般女子1 2123 鈴木　友佳子 ｽｽﾞｷ ﾕｶｺ 女性 東京都 MIVRO 18:02.482  13.30
激坂賞 一般女子2 2121 向井　菜見子 ﾑｶｲ ﾅﾐｺ 女性 神奈川県 BF/EMU 18:39.268 00:36 12.87
激坂賞 一般女子3 2122 築城　光恵 ﾂｲｷ ﾐﾂｴ 女性 埼玉県 フェロー/EMU 18:39.373 00:36 12.86
激坂賞 一般女子4 2120 柴田　里美 ｼﾊﾞﾀ ｻﾄﾐ 女性 愛知県 18:54.532 00:52 12.69
激坂賞 一般女子5 2124 中込　由香里 ﾅｶｺﾞﾒ ﾕｶﾘ 女性 長野県 team SY-Nak 19:40.258 01:37 12.20
激坂賞 一般女子6 2108 袴田　美香 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾐｶ 女性 埼玉県 3UP 20:06.240 02:03 11.94
激坂賞 一般女子7 2125 久保田　美紀 ｸﾎﾞﾀ ﾐｷ 女性 東京都 20:58.247 02:55 11.44
激坂賞 一般女子8 2114 藤牧　功子 ﾌｼﾞﾏｷ ﾉﾘｺ 女性 長野県 22:16.147 04:13 10.78
激坂賞 一般女子9 2109 山口　優子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ 女性 東京都 Ｗ．Ｖ．Ｃ．Ｃ． 22:21.160 04:18 10.74
激坂賞 一般女子10 2106 加戸　百合子 ｶﾄﾞ ﾕﾘｺ 女性 埼玉県 Team MILANO 22:24.189 04:21 10.71
激坂賞 一般女子11 2135 滝澤　薫 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｵﾙ 女性 静岡県 22:40.446 04:37 10.58
激坂賞 一般女子12 2129 早福　佳乃子 ｿｳﾌｸ ｶﾉｺ 女性 神奈川県 ゆるライド 23:10.244 05:07 10.36
激坂賞 一般女子13 2105 平野　美穂 ﾋﾗﾉ ﾐﾎ 女性 埼玉県 Team Tacke 23:31.609 05:29 10.20
激坂賞 一般女子14 2112 山田　貴子 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｺ 女性 東京都 ＰＡＲＴＹ 23:52.131 05:49 10.05
激坂賞 一般女子15 2107 伊達　敦子 ﾀﾞﾃ ｱﾂｺ 女性 新潟県 チームフィンズ 24:45.117 06:42 9.70
激坂賞 一般女子16 2102 永田　直美 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾐ 女性 茨城県 チーム・フオルツァ！ 26:00.149 07:57 9.23
激坂賞 一般女子17 2134 森川　真悠子 ﾓﾘｶﾜ ﾏﾕｺ 女性 長野県 信大スポーツ医科学 26:51.093 08:48 8.94
激坂賞 一般女子18 2452 中村　葉 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳ 女性 長野県 27:27.627 09:25 8.74
激坂賞 一般女子19 2115 高橋　百恵 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｴ 女性 埼玉県 SUCC轍友会 27:35.392 09:32 8.70
激坂賞 一般女子20 2136 齊藤　キャサディさくら ｻｲﾄｳ ｷｬｻﾃﾞｨｻｸﾗ 女性 栃木県 Queens Rule Together Cycling 27:37.898 09:35 8.69
激坂賞 一般女子21 2110 猪俣　淳子 ｲﾉﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺ 女性 東京都 29:00.297 10:57 8.27
激坂賞 一般女子22 2127 福田　京子 ﾌｸﾀ ｷｮｳｺ 女性 三重県 29:36.378 11:33 8.11
激坂賞 一般女子23 2451 平出　彩音 ﾋﾗｲﾃﾞ ｱﾔﾈ 女性 長野県 30:12.267 12:09 7.95
激坂賞 一般女子24 2104 小延　泰子 ｺﾉﾌﾞ ﾔｽｺ 女性 東京都 30:16.486 12:14 7.93
激坂賞 一般女子25 2118 chie 女性 長野県 30:49.468 12:46 7.79
激坂賞 一般女子26 2103 葉桜弥生 女性 茨城県 アツギハイスピード 31:24.496 13:22 7.64
激坂賞 一般女子27 2126 中野　奈津子 ﾅｶﾉ ﾅﾂｺ 女性 長野県 32:40.306 14:37 7.35
激坂賞 一般女子28 2113 鵜澤　茂代 ｳｻﾞﾜ ｼｹﾞﾖ 女性 東京都 どんぐりファーム 32:57.381 14:54 7.28
激坂賞 一般女子29 2131 大坪　桂子 ｵｵﾂﾎﾞ ｹｲｺ 女性 東京都 33:44.963 15:42 7.11
激坂賞 一般女子30 2111 有留　陽子 ｱﾘﾄﾞﾒ ﾖｳｺ 女性 大阪府 CLUB GANG 33:50.733 15:48 7.09
激坂賞 一般女子31 2128 菅野　直美 ｽｶﾞﾉ ﾅｵﾐ 女性 愛知県 麒麟華麗倶楽部 36:33.818 18:31 6.56
激坂賞 一般女子32 2119 Saku TRE 女性 長野県 41:56.674 23:54 5.72
激坂賞 一般女子33 2117 うるしばら　かな ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅ 女性 長野県 44:25.080 26:22 5.40
激坂賞 一般女子34 2101 田中　千世子 ﾀﾅｶ ﾁｾｺ 女性 東京都 なるしまフレンド 45:21.860 27:19 5.29
激坂賞 一般女子35 2132 荒木　由美 ｱﾗｷ ﾕﾐ 女性 千葉県 どんぐりファーム 54:30.601 36:28 4.40
激坂賞 一般女子DNS 2116 佐藤　依子 ｻﾄｳ ﾖﾘｺ 女性 東京都 SNEL
激坂賞 一般女子DNS 2130 YURI_KARIN 女性 東京都
激坂賞 一般女子DNS 2133 森　知多 ﾓﾘ ﾁﾀ 女性 東京都 SNEL
激坂賞 一般女子DNS 2137 原　睦 ﾊﾗ ﾑﾂﾐ 女性 福島県


