第21回いごっそうアクアスロン大会【記録表】

№４
団体リレーの部
順位

チーム名

県名

タイム

氏名

スイム

氏名

ラン

1 四万十市役所A
2 井上スポーツ

高知県

01:10:53 佐田 公洋

高知県

01:14:19 南

3 もんきち
4 四万十市役所B

愛媛県

01:16:42 中川 一貴

(5) 00:31:12 門口 好美

(4) 00:45:30

高知県

01:17:55 前田 厚史

(7) 00:31:39 宇都宮 朋彦

(5) 00:46:16

5 ゆーちゃんず
6 JFEﾃｸﾉﾘｻｰﾁRC I ♡ カツオ
7 THE CABOOSE

高知県

01:18:56 沖 勇一

岡山県

8 PLUS＋整骨院
9 Team Nassoぼっちり組

美帆

(6) 00:31:15 有光 浩

(2) 00:39:38

(15) 00:35:37 東 卓弥

(1) 00:38:42

(10) 00:34:19 岡田 佑聖

(3) 00:44:37

01:20:23 佐伯 英樹

(3) 00:30:24 木下 真志

(9) 00:49:59

愛媛県

01:21:08 ｻﾑ・ﾊﾞｰｸﾚｰ

(4) 00:31:10 ﾆｰﾙ・ﾍﾌｧﾅﾝ

(8) 00:49:58

高知県

01:21:36 町田 実雄

(8) 00:32:40 小松 雅代

(6) 00:48:56

高知・愛媛

01:22:57 住田 深志

(1) 00:26:05 中田 満子

(15) 00:56:52

10 建設課TC
11 チーム鮎千

高知県

01:24:36 今西 文明

(13) 00:34:50 伊与木 秀人

(7) 00:49:46

高知県

01:28:10 松本 浩

(17) 00:36:00 和氣 千夏

(12) 00:52:10

12 あいとまこと
13 ぶんぶん

高知県

01:30:12 松岡 歩惟

(16) 00:35:49 中村 和廣

(13) 00:54:23

香川県

01:30:27 大西 信文

(23) 00:39:25 石井 文治

(11) 00:51:02

14 峰山特攻隊
15 堀川・植村

香川県

01:32:31 神内 香恵

(20) 00:37:28 橋本 美穂子

(14) 00:55:03

高知県

01:36:13 堀川 勝義

(2) 00:28:36 植村 明久

(24) 01:07:37

16 ちーむ・いずみ
17 親子でTry positive

高知県

01:36:45 泉 榮里子

(30) 00:46:10 泉 俊和

(10) 00:50:35

高知県

01:38:06 原 信仁

(11) 00:34:39 原 菜優

(19) 01:03:27

18 PGマラソン部
19 仁智会・ランハイ

高知県

01:40:08 竹﨑 澄江

(22) 00:39:14 坂本 薫

(17) 01:00:54

高知県

01:40:19 安岡 秀樹

(25) 00:42:59 大川 一樹

(16) 00:57:20

20 チーム タツミ
21 四万十市役所C

愛知県

01:40:25 辰巳 正明

(12) 00:34:48 辰巳 幸子

(21) 01:05:37

高知県

01:42:21 遠近 祐太

(18) 00:36:08 加藤 武

(23) 01:06:13

22 チーム・アキレス
23 ヤイトガツオ

高知県

01:42:38 徳弘 辰彦

(24) 00:39:32 西村 江里子

(18) 01:03:06

高知県

01:48:58 小松 敬昌

(19) 00:36:25 山本 まや

(27) 01:12:33

24 JFEﾃｸﾉﾘｻｰﾁRC I ♡ BBQ
25 JFEﾃｸﾉﾘｻｰﾁRC I ♡ アルコール
26 高知銀行トライアスロン部

岡山県

01:49:15 岩藤 一成

(14) 00:35:37 金子 慎一

(28) 01:13:38

岡山県

01:51:09 森本 旭

(29) 00:46:07 井上 篤

(20) 01:05:02

愛媛・高知

01:51:21 岡本 俊二

(28) 00:45:17 戸田 陽三

(22) 01:06:04

高知県

01:51:21 広瀬 修久

(26) 00:43:39 岩佐 元広

(25) 01:07:42

徳島・大阪

01:53:52 谷口 博哉

(9) 00:34:17 福本 直美

(32) 01:19:35

高知県

01:56:00 岡林 賢正

(31) 00:46:26 山本 由香

(26) 01:09:34

30 チーム身から出たサビ
31 とれぴちガツオの部

鳥取県

01:57:03 大森 圭

(21) 00:39:05 藤田 麻理子

(31) 01:17:58

高知県

01:59:22 池知 由賀子 (27) 00:44:40 岸本 由紀子

(29) 01:14:42

32 高知銀行トライアスロン部B

高知県

02:04:29 秋沢 有輝

(30) 01:15:22

27 ハガツオ
28 チームNao ♡ version5
29 カンパチ

ゴシガツオ

高知県

四万十女子チーム

高知県

小松

弘和

(32) 00:49:07 加藤 弘之
00:31:42
伊賀 未来

00:53:30

