
ニックネーム 都道府県

1 位 817.62 km 余暇に碁を 愛知県

2 位 701 km たーひろん 愛知県

3 位 695.76 km まさ 神奈川県

4 位 692.35 km ｋｊ 愛知県

5 位 559.05 km arche 大阪府

6 位 340.42 km かねこひろし 神奈川県

7 位 339.92 km hide 滋賀県

8 位 335.71 km ふくにんR 三重県

9 位 321 km TOMTA 愛知県

10 位 300.66 km HI3 岡山県

11 位 285.22 km ナオジー 三重県

12 位 269.58 km はすみん 東京都

13 位 256.44 km 一野 愛媛県

14 位 255.93 km ていおう 北海道

15 位 253.25 km 三重県n 三重県

16 位 247.23 km うらけん 埼玉県

17 位 244.94 km 昌之助 三重県

18 位 244.34 km ぷにお(偽) 奈良県

19 位 231.73 km こむぎ 奈良県

20 位 228.31 km ウィン雷 京都府

21 位 226.86 km モリミツ 大阪府

22 位 219.25 km あっちゃん 京都府

23 位 218.39 km 大和の相棒 奈良県

24 位 213.87 km ぷにお 奈良県

25 位 212.63 km すだっち 群馬県

26 位 209.82 km あとらす 神奈川県

27 位 209.34 km ＳＡＭ 神奈川県

28 位 207.91 km mayu3 三重県

29 位 206.6 km ヤスト 静岡県

30 位 203.16 km こう 東京都

31 位 202.71 km 海苔弁 静岡県

32 位 200.36 km 監督 三重県

33 位 199.03 km 歩中旅人 鳥取県

34 位 194.65 km マルピー 千葉県

35 位 192.67 km さちさちさん 京都府

36 位 191.58 km みいむ 三重県

37 位 190.7 km きゅー 三重県

順位 走行距離

【個人戦 大会結果一覧】
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ニックネーム 都道府県順位 走行距離

【個人戦 大会結果一覧】

38 位 190.06 km えっちゃん 千葉県

39 位 186.95 km ウメさん 三重県

40 位 186.42 km RunTazzo 岡山県

41 位 184.96 km よし 静岡県

42 位 184.31 km m.morita 富山県

43 位 183.37 km ヒロピー 愛知県

44 位 182.14 km ひかるちゃん37 愛知県

45 位 180.57 km yoshi 滋賀県

46 位 179.32 km ピロ子 愛知県

47 位 174.89 km yuki 埼玉県

48 位 174.28 km sr827573 東京都

49 位 171.94 km ゾルダ 静岡県

50 位 169.06 km すーかーさん 栃木県

51 位 168.76 km トオル 兵庫県

52 位 168.73 km 内田 三重県

53 位 167.33 km たけちゃん 三重県

54 位 166.75 km tatsu 愛知県

55 位 165.04 km Heat 埼玉県

56 位 164.29 km なばカーン 三重県

57 位 163.62 km hideki 愛知県

58 位 161.56 km タケ 愛知県

59 位 160.55 km なみちゃん 岐阜県

60 位 159.07 km おく 三重県

61 位 158.78 km きりみ 三重県

62 位 158.05 km tokatoyu 兵庫県

63 位 157.78 km Chie 京都府

64 位 156.57 km キスケ 愛知県

65 位 156.39 km なべすみ 栃木県

66 位 156.25 km あい 群馬県

67 位 155.55 km シャア 愛知県

68 位 155.11 km ゆう?フェリーチェ 大阪府

69 位 154.28 km とまと 滋賀県

70 位 154 km えいくん 愛媛県

71 位 152.47 km りき 岐阜県

72 位 152.38 km mieko 大阪府

73 位 151.35 km 左投げ左打ち 埼玉県

74 位 150.22 km ayapapa 奈良県

75 位 149.67 km ヒミセタケ 三重県
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ニックネーム 都道府県順位 走行距離

【個人戦 大会結果一覧】

76 位 149.08 km サエコウパパ 北海道

77 位 148.48 km シゲさん 神奈川県

78 位 147.69 km ムサ3:16 岡山県

79 位 146.13 km イヌ吉? 北海道

80 位 145.51 km リンさん 神奈川県

81 位 145.29 km カクカク 岡山県

82 位 145.06 km 豆ちゃん 三重県

83 位 141.11 km よし 福島県

84 位 140.93 km marico 東京都

85 位 140.21 km サイちゃん 静岡県

86 位 139.57 km otogami 大阪府

87 位 138.81 km いっちやん 埼玉県

88 位 138.63 km midori 三重県

89 位 137.28 km ayasoueri 大阪府

90 位 137.1 km よ? 東京都

91 位 135.85 km やった高中 茨城県

92 位 134.49 km たかさん 愛知県

93 位 133.52 km かすのふ 福島県

94 位 132.82 km yaa 香川県

95 位 132.56 km Chobi-Leo 北海道

96 位 132.23 km まあちゃん 群馬県

97 位 132.01 km ぷんぷん 北海道

98 位 131.25 km ちゃんしげ 奈良県

99 位 131.04 km katoru 山口県

100 位 130.65 km リュウ 三重県

101 位 130.2 km のんちゃん 愛知県

102 位 129.67 km ま～くん 奈良県

103 位 129.3 km lotta 大阪府

104 位 129.19 km かず 東京都

105 位 127.87 km CookieMonste 東京都

106 位 126.87 km かず 兵庫県

107 位 126.68 km Ｑ太郎 三重県

108 位 126.67 km joypeace 北海道

109 位 126.22 km DragonHorse 千葉県

110 位 125.74 km uzu 三重県

111 位 125.1 km よっしぃー 北海道

112 位 124.96 km くろみちくん 広島県

113 位 124.48 km ふくちゃん 新潟県
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ニックネーム 都道府県順位 走行距離

【個人戦 大会結果一覧】

114 位 124.43 km みそみそ 愛媛県

115 位 124.11 km ハチコロ 三重県

116 位 123.76 km ほっちゃん 岡山県

117 位 123.41 km futaba 徳島県

118 位 122.99 km 池ちゃん 千葉県

119 位 121.62 km たあ坊 三重県

120 位 120.69 km masa 北海道

121 位 120.25 km じゅんきち 長野県

121 位 120.25 km tekachuu 三重県

123 位 119.62 km よしだ 岡山県

124 位 119.39 km naoken 兵庫県

125 位 119.17 km trf 三重県

126 位 119.16 km ぴょん 愛知県

127 位 118.96 km ぷーちん 愛知県

128 位 118.52 km 遺伝子組み換えではない 埼玉県

129 位 117.59 km KURORYU 大阪府

130 位 117.51 km ヒデブ 徳島県

131 位 116.35 km noby 神奈川県

132 位 115.14 km yukapiro 青森県

133 位 115.11 km りーくん 三重県

134 位 114.77 km さんぼ 三重県

135 位 114.05 km ワーマン 兵庫県

136 位 113.51 km 八街ピーナッツ 千葉県

137 位 113.11 km macco 三重県

138 位 113.08 km tamamama 愛知県

139 位 112.89 km ププププリン 愛知県

140 位 112.75 km TAMAKI 富山県

141 位 112.57 km やっちゃん 東京都

142 位 111.44 km tony 東京都

143 位 110.81 km まさきた 大阪府

144 位 110.61 km 蒼樹 北海道

145 位 110.39 km あやか 兵庫県

146 位 110.09 km てっぱん 兵庫県

147 位 109.79 km ここすけ 三重県

148 位 109.68 km sin 秋田県

149 位 109.46 km ksk 滋賀県

150 位 109.13 km ともまさ 東京都

151 位 108.98 km suzu 宮城県
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151 位 108.98 km みっちゃん 愛知県

153 位 108.62 km さこたん 青森県

154 位 107.93 km せにょ 東京都

155 位 105.67 km Bluemoon 群馬県

156 位 105.58 km けんや 三重県

157 位 105.28 km bokuo 奈良県

158 位 105.22 km ロビン 京都府

159 位 104.61 km 東セリ 京都府

160 位 104.56 km naomutsu 岐阜県

161 位 104.54 km shu 京都府

162 位 104.45 km おきたん 大阪府

163 位 104.24 km おかめちゃん 奈良県

163 位 104.24 km ひでじい 愛知県

165 位 103.85 km す 大阪府

166 位 103.18 km COM 宮城県

167 位 102.62 km しのみー 徳島県

168 位 102.08 km かかし12 岐阜県

169 位 101.9 km コーイチ 埼玉県

170 位 101.76 km キノピコ 愛知県

171 位 101.54 km らんきち 大阪府

172 位 101.3 km らなや 東京都

173 位 101.1 km たすく 兵庫県

173 位 101.1 km ルリベ 愛知県

175 位 101.01 km コロコロアンパンマン 埼玉県

176 位 100.65 km きょーすけ 大阪府

177 位 100.59 km KOU 北海道

178 位 100.54 km ミーコヤーン 愛媛県

179 位 100.51 km およよ 福島県

180 位 100.46 km とん 鳥取県

181 位 100.36 km メイジロー 東京都

182 位 100.32 km 瓜づランナー 茨城県

183 位 100.12 km ハルカリ 福島県

184 位 100.08 km ゆうこ 三重県

185 位 100.06 km ひろし 愛知県

186 位 99.96 km イエローサブマリン 山形県

187 位 99.67 km こうちゃん 高知県

188 位 99.15 km watagori 愛知県

189 位 99.13 km みんとママ 愛知県

5 / 27 ページ



ニックネーム 都道府県順位 走行距離

【個人戦 大会結果一覧】

189 位 99.13 km match 大阪府

191 位 98.56 km 大島恵美 熊本県

192 位 98.47 km ナイトランナー 愛知県

193 位 98.15 km くみ 滋賀県

194 位 97.81 km takuya 北海道

195 位 96.94 km まる?ちゃん 長野県

196 位 96.88 km marron 東京都

197 位 96.83 km haretokidoki 埼玉県

198 位 96.43 km 若戸っ子 愛知県

199 位 96.28 km 聖飢魔II信者　けーぽん 広島県

200 位 96.22 km ライブラン/やぎやぎ? 長野県

201 位 95.8 km カメちゃん 秋田県

202 位 95.71 km ポン太 徳島県

203 位 95.5 km かつよし 東京都

204 位 95.42 km 平嶋修治 三重県

205 位 94.6 km kumap 神奈川県

206 位 94.37 km ともＲＵＮ 三重県

207 位 94.21 km ほや女 北海道

208 位 93.99 km やっさん 沖縄県

209 位 93.95 km hmuroga 長野県

210 位 93.81 km 一歩一歩  … 東京都

211 位 93.49 km えすろく 三重県

212 位 93.37 km ??まっこと?? 山口県

213 位 92.59 km こじ 三重県

214 位 92.16 km id 千葉県

215 位 91.55 km ガンちゃん 奈良県

216 位 91.22 km れおな 栃木県

217 位 90.63 km モンモン 東京都

218 位 90.61 km sasa 千葉県

219 位 90.59 km TERRA 三重県

220 位 90.39 km スナフキン 北海道

221 位 90.01 km タケぼぅ 和歌山県

222 位 89.93 km やま 愛媛県

223 位 89.18 km ナースのなおちゃん 愛知県

224 位 88.77 km you 北海道

225 位 88.7 km CKNXN 三重県

226 位 88.67 km とっちー 奈良県

227 位 88.28 km ケンボー 福岡県
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228 位 87.85 km げんちー 富山県

229 位 87.7 km 白玉 静岡県

230 位 87.4 km ケンジ 愛知県

231 位 87.16 km きよたん 北海道

232 位 87.05 km CLEANHOUSE 神奈川県

233 位 86.94 km 三文の得 新潟県

234 位 86.9 km ノンちゃん 愛知県

235 位 86.86 km mako 宮城県

236 位 86.42 km たかなちゃん！ 熊本県

237 位 86.01 km けんたろう 千葉県

238 位 85.64 km 元スタントマン 東京都

239 位 84.49 km やまちゃん 愛知県

239 位 84.49 km さい 京都府

241 位 84.45 km ももたん 広島県

242 位 84.4 km Sachi 三重県

243 位 84.28 km なっこ 愛知県

244 位 83.81 km えるび～ 大阪府

245 位 83.48 km スーパーバイザー 石川県

246 位 83.45 km YAS 愛知県

247 位 83.39 km Ken 徳島県

248 位 83.01 km ぺだる 鳥取県

249 位 82.57 km ノックオン 兵庫県

250 位 82.39 km yumiko 三重県

251 位 82.34 km ファタ 福岡県

252 位 82.28 km noboo 東京都

253 位 81.59 km せっきー 東京都

254 位 81.47 km さっちょ 三重県

255 位 80.96 km なお 沖縄県

256 位 80.91 km ihiro 愛知県

257 位 80.63 km masan 愛知県

258 位 80.57 km トリプルＫ 三重県

259 位 80.14 km とおるちゃん 千葉県

260 位 79.95 km まさみん 大阪府

261 位 79.92 km r 愛知県

262 位 79.66 km tomon 埼玉県

263 位 79.25 km ままーず 三重県

264 位 78.83 km ちひ 岡山県

265 位 78.04 km まるまる 岡山県
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266 位 77.94 km yuko 兵庫県

267 位 77.84 km YOSHI 福岡県

268 位 77.48 km matsusan 三重県

269 位 77.39 km れんあさ 愛知県

270 位 77.23 km mk 三重県

271 位 77.04 km たけやん 三重県

272 位 76.99 km issony 山口県

273 位 76.97 km サガ 兵庫県

274 位 76.95 km Black RUN 東京都

275 位 76.8 km よかにせPRC 愛知県

276 位 76.49 km ひろやん 三重県

277 位 76.26 km よささ 三重県

278 位 76.07 km T.KAZU 愛知県

279 位 75.89 km katsu 長野県

280 位 75.37 km o-ku 愛知県

281 位 75.28 km はるちゃん 奈良県

282 位 75.1 km ツルちゃん 愛知県

283 位 74.88 km マサキペンギン 三重県

284 位 74.71 km hideentyou 鹿児島県

285 位 74.12 km take 東京都

286 位 73.21 km keichan 三重県

287 位 73.15 km ふぁっとまん 山口県

288 位 73.1 km おっさんランナー 三重県

289 位 72.84 km やっちゃん 鹿児島県

290 位 72.8 km なみへい 愛知県

291 位 72.24 km まこがれい 愛知県

292 位 72.04 km らんまる 愛知県

293 位 71.93 km makobou 宮城県

294 位 71.78 km ラーカム 愛知県

295 位 71.67 km なん 三重県

296 位 71.6 km YUKI 埼玉県

296 位 71.6 km ふじやん 兵庫県

298 位 71.18 km マイペース☆ランナー 石川県

299 位 70.98 km pyu1 山形県

299 位 70.98 km たろべえ 三重県

301 位 70.9 km こぐまとおおぐま 兵庫県

302 位 70.68 km ペリー 大阪府

303 位 70.5 km りょう 神奈川県
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304 位 70.48 km stella 大阪府

305 位 70.38 km ひるねえ 岡山県

306 位 70.29 km shiyon 兵庫県

307 位 70.26 km ひーさん 福島県

308 位 70.25 km WKeiko 三重県

309 位 70.23 km RyoRyo 岩手県

310 位 70.21 km はじめちゃん 富山県

311 位 70.05 km nobunen 京都府

312 位 69.32 km ゆうやん 徳島県

313 位 69.24 km しんちゃん 愛知県

314 位 69.22 km まろ 愛知県

315 位 69.07 km 善八郎 大阪府

316 位 69.05 km むらじ 埼玉県

317 位 68.97 km 桜満開 大阪府

318 位 68.91 km imkane 東京都

319 位 68.79 km ヤス 三重県

320 位 68.62 km アルパパ 愛知県

321 位 68.55 km manmyan 愛知県

322 位 68.33 km トラトミ 岩手県

322 位 68.33 km リュウジ 千葉県

324 位 68.23 km 博多もん 福岡県

325 位 68.2 km のぶお 富山県

326 位 68.12 km ゆうこりん 愛知県

327 位 68.09 km オカバ 東京都

328 位 68.05 km erieri 滋賀県

329 位 68.01 km ちほ 東京都

329 位 68.01 km まぁくん 埼玉県

331 位 67.63 km tomo 沖縄県

332 位 67.62 km 10☆STAR 千葉県

333 位 67.57 km maron 埼玉県

334 位 67.3 km リー 山梨県

335 位 67.28 km rei_y 愛知県

336 位 67.16 km なつ 愛知県

337 位 66.95 km やまかつ 岐阜県

338 位 66.69 km ＪＵＮ 福井県

339 位 66.59 km ぐりーん 神奈川県

340 位 66.43 km TKG 神奈川県

341 位 66.3 km じゅん 岡山県
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342 位 66.17 km りょう 神奈川県

343 位 65.94 km みぃ 埼玉県

344 位 65.68 km コトリン 静岡県

345 位 65.29 km かね 岡山県

346 位 65.07 km のりちゃん 三重県

347 位 64.75 km りょうこ 千葉県

348 位 64.68 km ウエちゃん 岡山県

349 位 64.61 km ぴかりん 青森県

350 位 64.53 km いただきます 三重県

351 位 64.5 km マサ 京都府

352 位 64.4 km おあじ 京都府

353 位 64.38 km t-kara 徳島県

354 位 64.36 km berry 宮城県

355 位 64.19 km nobu 三重県

356 位 64.09 km ペンギンのトム 三重県

357 位 63.97 km roadstar 愛知県

358 位 63.68 km まどば 山形県

359 位 63.53 km superman 東京都

360 位 63.49 km kenta 三重県

361 位 63.38 km ゆっち 静岡県

362 位 63.36 km きぽぽ 神奈川県

363 位 63.34 km なかがみ 愛知県

364 位 63.1 km シャイスノ 千葉県

365 位 62.71 km きゅーこ 石川県

366 位 62.58 km やまじゅん 長野県

367 位 62.26 km フランキー 京都府

368 位 62.24 km うえさん 徳島県

368 位 62.24 km はくまい 東京都

370 位 62.1 km パチ 三重県

371 位 62.01 km しょ?ぞ? 大阪府

372 位 61.97 km nobu 福岡県

373 位 61.66 km タケシ 三重県

374 位 61.55 km あき 愛知県

375 位 61.41 km ひでじい 鹿児島県

376 位 61.24 km もとっこ 徳島県

377 位 61.21 km チッチ 北海道

378 位 61.04 km KlNG 三重県

379 位 61.01 km けろたん 青森県
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ニックネーム 都道府県順位 走行距離

【個人戦 大会結果一覧】

380 位 60.83 km ハルはは 愛知県

381 位 60.8 km おたみ 京都府

382 位 60.33 km たくぼん 島根県

383 位 60.13 km あんず 愛知県

384 位 60.09 km 240ryu 山口県

385 位 59.99 km ジュン 埼玉県

386 位 59.95 km にに 青森県

387 位 59.89 km Ringo 愛知県

388 位 59.53 km kissnao 岡山県

389 位 59.3 km Yamachi 神奈川県

390 位 59.15 km ライブラン?ゆきぼん 大阪府

390 位 59.15 km KATSUJI 三重県

392 位 59.05 km タカ 福岡県

393 位 58.75 km ユウジ 福岡県

394 位 58.69 km tak 岡山県

395 位 58.54 km さわうえ 岡山県

396 位 58.46 km しゃも 鹿児島県

397 位 58.33 km アリス 岡山県

398 位 58.31 km のぼちゃん 三重県

399 位 58.24 km B3 北海道

400 位 58.17 km FlyrunEbihei 神奈川県

401 位 58.15 km いかぽん 兵庫県

402 位 57.89 km とも８０７２ 神奈川県

403 位 57.82 km トロさん 大阪府

404 位 57.74 km はっし 三重県

405 位 57.65 km せえら 愛媛県

406 位 57.53 km super-runner 鳥取県

407 位 57.51 km Capii 東京都

407 位 57.51 km おにぎりたべた 埼玉県

409 位 57.47 km ニッチェル 三重県

410 位 57.46 km mikamika211 徳島県

411 位 57.38 km イチ 宮城県

412 位 57.03 km わかたか 埼玉県

413 位 56.98 km じゅん 栃木県

414 位 56.93 km たけちゃんまん 長野県

415 位 56.85 km ハンナ 群馬県

416 位 56.34 km ゆうこ 大阪府

417 位 56.19 km taisuke 三重県
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ニックネーム 都道府県順位 走行距離

【個人戦 大会結果一覧】

418 位 56 km グレープフルーツ 群馬県

419 位 55.95 km タカシCARP 茨城県

420 位 55.91 km kiyudehisam 愛知県

420 位 55.91 km いっそん 香川県

422 位 55.7 km おばみ 茨城県

423 位 55.63 km こんちゃん 愛知県

424 位 55.62 km つぐみ 大阪府

425 位 55.55 km ひろ 大阪府

426 位 55.43 km マラソンおばさん 静岡県

427 位 55.23 km うまい! 沖縄県

428 位 55.16 km 非公開 京都府

429 位 55.11 km みっち 茨城県

430 位 55.01 km 仲西　健 沖縄県

431 位 54.46 km tanaka 福岡県

432 位 54.13 km とちこ 兵庫県

433 位 53.93 km いっしー 沖縄県

434 位 53.9 km のり 大阪府

435 位 53.67 km を 宮城県

436 位 53.64 km aizhrk 北海道

437 位 53.59 km みっきー 三重県

438 位 53.22 km みちみち 徳島県

439 位 53.13 km NIYA 北海道

440 位 53.12 km くりばやし 兵庫県

441 位 53.03 km そよご 愛知県

442 位 52.95 km ヨシ 愛知県

443 位 52.84 km ソリコミハイサイド 大阪府

444 位 52.82 km バヤリース 福岡県

445 位 52.67 km 黄金騎士たか 三重県

446 位 52.66 km ライラック 宮城県

447 位 52.61 km ふじのっち 東京都

448 位 52.54 km みえぞー 長野県

449 位 52.47 km カオリ 北海道

450 位 52.42 km おがわくん 新潟県

451 位 52.4 km リエキン 東京都

452 位 52.32 km たつみん 大阪府

453 位 52.2 km 口長 三重県

454 位 52.12 km 堅さん 徳島県

455 位 51.88 km だいふく 石川県
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ニックネーム 都道府県順位 走行距離

【個人戦 大会結果一覧】

456 位 51.86 km Tadao 千葉県

457 位 51.65 km にけ 鹿児島県

458 位 51.46 km CC 東京都

459 位 51.45 km エムクロ 宮崎県

460 位 51.29 km にしやん 愛知県

461 位 51.26 km おきゃん 茨城県

462 位 51.22 km man 佐賀県

463 位 51.07 km ぴこら 奈良県

464 位 50.88 km IDA RUNNER 三重県

465 位 50.85 km たかし 新潟県

466 位 50.82 km daruちゃん 三重県

467 位 50.59 km celosia 福岡県

468 位 50.53 km ひょうざめ 埼玉県

469 位 50.46 km kmg 東京都

470 位 50.45 km ドリーム 静岡県

471 位 50.37 km なぉさん 東京都

472 位 50.32 km むーちゃん 山口県

473 位 50.31 km kazuko 青森県

474 位 50.15 km ミックリマン 愛媛県

475 位 49.91 km YOSHIFUMI 神奈川県

476 位 49.77 km うっちー 埼玉県

477 位 49.63 km keiko 愛知県

478 位 49.38 km けろみん 愛知県

479 位 49.35 km deko161 愛知県

480 位 49.34 km まあぼうくん 富山県

481 位 49.26 km オクトミン 神奈川県

482 位 49.18 km Qoo 青森県

483 位 49.1 km へにゃ 東京都

484 位 49.08 km たこやきリーダー 兵庫県

485 位 48.69 km mika15 三重県

486 位 48.67 km ゴンちゃん 愛知県

487 位 48.52 km とっくん 兵庫県

488 位 48.47 km さかちゃん 石川県

489 位 48.38 km kenzooooo 茨城県

490 位 48.22 km シン 北海道

491 位 48.2 km もしゃ 北海道

492 位 47.9 km なおき 愛知県

493 位 47.76 km ISA 福岡県
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ニックネーム 都道府県順位 走行距離

【個人戦 大会結果一覧】

494 位 47.75 km 稲さん 東京都

495 位 47.61 km IRONMAN 三重県

496 位 47.31 km えびぞう 東京都

497 位 47.16 km かっちゃん 滋賀県

498 位 47.07 km Misako 福岡県

499 位 47.01 km sasuke 東京都

500 位 46.82 km SOLID 宮城県

501 位 46.77 km KABU 静岡県

502 位 46.72 km エイジ 広島県

503 位 46.67 km kokoro 高知県

504 位 46.56 km ヒロ 三重県

505 位 46.34 km mayocyan 兵庫県

506 位 46.14 km kenちゃん 埼玉県

507 位 45.93 km まいまいまい 東京都

508 位 45.91 km ken 広島県

509 位 45.83 km Maki 京都府

510 位 45.72 km 山ちゃん 北海道

511 位 45.67 km sandy 千葉県

512 位 45.58 km なるちゃん 埼玉県

513 位 45.49 km ayako 東京都

514 位 45.43 km ちぃ 静岡県

515 位 45.39 km チロコ 愛知県

516 位 45.35 km aki01 福岡県

517 位 45.3 km ふくちゃん 福井県

518 位 45.28 km まいつじ 北海道

519 位 45.11 km カエデ 徳島県

520 位 45.1 km たくちゃん 岡山県

521 位 45.09 km YOU 沖縄県

522 位 45.04 km とくばぁば 愛知県

522 位 45.04 km tssk 愛知県

524 位 45.03 km かまいたち 三重県

524 位 45.03 km U.Masatoyo 三重県

526 位 44.94 km mayumi 東京都

527 位 44.9 km カルカウ 大阪府

527 位 44.9 km アッキー 山形県

529 位 44.75 km HIDEKI 三重県

530 位 44.65 km unperson 三重県

531 位 44.57 km トモロー 三重県
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ニックネーム 都道府県順位 走行距離

【個人戦 大会結果一覧】

532 位 44.52 km スナミ 沖縄県

533 位 44.37 km sarutin 三重県

534 位 44.25 km きっこさん 京都府

535 位 44.18 km たかたか 徳島県

536 位 44.15 km ヤマチャン 三重県

537 位 44.14 km ねこひきおやじ 神奈川県

538 位 44.03 km こう 埼玉県

539 位 43.98 km base 滋賀県

540 位 43.83 km りんご 愛知県

541 位 43.8 km やよい 宮城県

542 位 43.69 km さすけ 東京都

543 位 43.65 km こうへいちん 岐阜県

544 位 43.62 km muu 愛媛県

545 位 43.57 km きっかわ 愛知県

545 位 43.57 km たぐち 福岡県

547 位 43.55 km ことこと 長野県

548 位 43.5 km オムワンババ?? 北海道

549 位 43.47 km つる 埼玉県

550 位 43.41 km とっぺ 兵庫県

550 位 43.41 km はしり隊長 秋田県

552 位 43.29 km ピッピ 静岡県

553 位 43.28 km アラレちゃん 愛知県

554 位 43.19 km kojisuke 愛知県

555 位 43.18 km chuke1996 岐阜県

556 位 43.04 km くろすけ 岩手県

557 位 42.99 km minashin 三重県

558 位 42.89 km ブラウス 東京都

559 位 42.87 km TATE 兵庫県

560 位 42.82 km Volvic201 愛知県

561 位 42.66 km Masayoshi 神奈川県

562 位 42.64 km ヒサリン 三重県

563 位 42.63 km ヤノ 神奈川県

564 位 42.6 km かおるぱぱ 福岡県

565 位 42.55 km ゆっくり走ろう 埼玉県

566 位 42.52 km sachi 広島県

567 位 42.48 km ゆうこりん 神奈川県

568 位 42.47 km 旅子 新潟県

569 位 42.45 km LonelyWild 群馬県
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ニックネーム 都道府県順位 走行距離

【個人戦 大会結果一覧】

570 位 42.28 km あせもやん 埼玉県

571 位 42.27 km Dr.chobi 宮城県

572 位 42.24 km エリカ 鹿児島県

573 位 42.23 km MAHANAコン 福島県

573 位 42.23 km 山盛りポテトフライ 滋賀県

573 位 42.23 km じゅんこばばちゃん 長野県

576 位 42.22 km 三十路太郎 山口県

577 位 42.19 km アサ 京都府

577 位 42.19 km skom 東京都

579 位 42.1 km せいじろう 三重県

579 位 42.1 km ほっしゃん 大阪府

581 位 41.81 km ココパパ 三重県

582 位 41.66 km chie 愛媛県

583 位 41.34 km かんちゃん 福島県

584 位 41.16 km シロ 神奈川県

585 位 41.07 km こう見えてもランナー 大阪府

586 位 40.67 km サティ 東京都

587 位 40.66 km ＤＥＭＥＹＡ 東京都

588 位 40.64 km ミツーン 千葉県

589 位 40.62 km たろひる 東京都

590 位 40.55 km 翠月 三重県

591 位 40.22 km しゅん 三重県

592 位 40.2 km KAGAMINN 三重県

593 位 40.11 km うめ 大阪府

593 位 40.11 km なーこ 岡山県

595 位 40.07 km タッタ 三重県

596 位 39.76 km はっぴー 三重県

597 位 39.73 km アイティーオー 三重県

598 位 39.61 km 汽車シュッポー 福岡県

599 位 39.41 km 小花 愛知県

600 位 39.38 km 渡辺蒼彩 三重県

601 位 39.37 km ジノビリ 愛知県

602 位 39.33 km miyurin 三重県

603 位 39.28 km KEN 山形県

604 位 39.24 km usagi 沖縄県

605 位 39 km ふじしん 三重県

606 位 38.54 km まるまる 愛知県

607 位 38.06 km よぅぴぃ 三重県
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【個人戦 大会結果一覧】

608 位 38.05 km もしもし 東京都

609 位 37.84 km 親指 三重県

610 位 37.72 km まこてぃー 岐阜県

611 位 37.64 km み 三重県

612 位 37.57 km ゲン 新潟県

613 位 37.44 km abc 大阪府

614 位 37.42 km yousan 愛知県

615 位 37.35 km あいちゃん 愛知県

616 位 37.09 km かわ 奈良県

617 位 36.97 km ピッカリン 兵庫県

618 位 36.95 km ぽへお 三重県

619 位 36.9 km なると 滋賀県

620 位 36.89 km lefty0504 三重県

621 位 36.83 km shogo 東京都

622 位 36.57 km NOBU 奈良県

623 位 36.13 km かつのり 静岡県

624 位 36.03 km ゆきまる 茨城県

625 位 35.77 km ゆう 愛媛県

626 位 35.71 km ｺｳｽｹ 千葉県

627 位 35.7 km まさ 香川県

628 位 35.68 km まりも 奈良県

629 位 35.5 km kotkda 徳島県

630 位 35.44 km kunimisa 徳島県

631 位 35.4 km トッシー 愛知県

632 位 35.26 km こぶた 静岡県

633 位 35.22 km よしたか 茨城県

634 位 35.16 km UEMURUN 三重県

635 位 35.1 km naooo 兵庫県

635 位 35.1 km suger 北海道

637 位 34.86 km イマクン 三重県

638 位 34.74 km GMLF 山口県

639 位 34.33 km ふいく 東京都

640 位 34.24 km calfdonbull 大阪府

641 位 34.18 km Forester 愛媛県

642 位 34.12 km まっきー 三重県

643 位 34.09 km しばいぬなな 大阪府

644 位 34.07 km えみちゃん 三重県

645 位 34.04 km RunrunRun 愛知県
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646 位 33.83 km junjun 奈良県

647 位 33.77 km techno15 岐阜県

648 位 33.69 km kan 三重県

649 位 33.66 km ぬけさく 香川県

650 位 33.46 km あゆ 愛知県

651 位 33.37 km カズキチ 青森県

652 位 33.35 km たけみん 大阪府

653 位 33.27 km ゆかぴんぐ 愛知県

654 位 33.21 km アッピー 埼玉県

655 位 33.12 km MASAKI 大阪府

656 位 33.08 km DOJIDOJI 愛媛県

657 位 32.95 km かつよし 熊本県

658 位 32.72 km chiyomi 大阪府

659 位 32.69 km mm 三重県

660 位 32.66 km karutu 福島県

661 位 32.5 km マユミ社長 青森県

662 位 32.38 km あきこ 愛知県

663 位 32.37 km きーぼう 三重県

664 位 32.27 km オレンジ田中 愛知県

665 位 32.19 km ninja紫龍 埼玉県

666 位 31.98 km ぴょるた 三重県

667 位 31.92 km ゆい 埼玉県

668 位 31.85 km 三日天下 三重県

669 位 31.83 km ずー 広島県

670 位 31.8 km やまやん 大阪府

671 位 31.59 km まぐ 福岡県

672 位 31.42 km RKSアリーズ 北海道

673 位 31.4 km Hide 三重県

674 位 31.39 km るみこ 三重県

675 位 31.34 km ががん 高知県

676 位 31.31 km まき 神奈川県

677 位 31.2 km だっちゃん 石川県

678 位 30.72 km ひー 静岡県

678 位 30.72 km じゅん 愛知県

680 位 30.69 km 大魔王みお 岡山県

681 位 30.54 km sakai-chang 三重県

682 位 30.49 km ryo 大阪府

683 位 30.46 km しげちん 愛知県
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684 位 30.45 km ヨッシー 愛知県

685 位 30.44 km けんちゃん 北海道

686 位 30.29 km ふぇい 北海道

687 位 30.22 km yuuki 三重県

688 位 30.21 km Yama-n 千葉県

689 位 30.2 km よねちゃん 三重県

689 位 30.2 km Chiitaro 三重県

691 位 30.19 km ゆう 三重県

692 位 30.13 km もり 愛知県

693 位 30.03 km しおっち 静岡県

694 位 29.97 km ねこねこ 神奈川県

695 位 29.8 km Mikancock 三重県

696 位 29.71 km ながみ～ 奈良県

697 位 29.6 km みっつ 三重県

698 位 29.54 km ひな 東京都

699 位 29.11 km hikalou 東京都

700 位 28.96 km スキャンプ♪ 三重県

701 位 28.86 km みすちるオタク 三重県

702 位 28.83 km たに 東京都

703 位 28.78 km ミサト 岡山県

703 位 28.78 km マルス 熊本県

705 位 28.71 km サモハン 三重県

706 位 28.54 km けいし 静岡県

707 位 28.52 km ツナマヨマン 三重県

708 位 28.43 km naga10 三重県

709 位 28.37 km コパ 愛知県

710 位 28.34 km cheers3 神奈川県

711 位 28.05 km mittyon 千葉県

711 位 28.05 km yamayar 東京都

713 位 27.84 km ぼおず 三重県

714 位 27.74 km みんみん 香川県

715 位 27.6 km いとかつ 大阪府

716 位 27.23 km bourbon2038 岩手県

717 位 27.22 km たこぽん 愛知県

718 位 27.2 km スマイルひろみ 東京都

719 位 27.03 km hiroha 東京都

720 位 26.64 km x_diamonds_x 静岡県

721 位 26.58 km サザンランナー 三重県
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722 位 26.55 km ゆーくん 北海道

723 位 26.43 km ロクチャン 三重県

724 位 26.4 km ゆきやん 愛知県

725 位 26.35 km 成田　淳一 青森県

726 位 26.31 km ゆうゆう 福井県

727 位 26.23 km あらぴ 山形県

728 位 26.18 km 紋太 奈良県

729 位 26.13 km ジャッキーちやん 愛知県

730 位 26.04 km TAKAHIRO 三重県

731 位 25.9 km はやし 福岡県

731 位 25.9 km くろうさぎ 愛知県

733 位 25.66 km ゆっきー 三重県

734 位 25.58 km のりぼう 静岡県

735 位 25.52 km あけみん 奈良県

736 位 25.51 km Tuzy 三重県

737 位 25.28 km Hillo 愛知県

738 位 24.9 km tsubaki 奈良県

739 位 24.65 km Ban 滋賀県

740 位 24.63 km ヒロキング 三重県

741 位 24.51 km きょん 三重県

742 位 24.45 km おとし 千葉県

743 位 24.12 km ママさん 神奈川県

744 位 24.08 km ビスタリ 山口県

745 位 24.07 km bin助 大阪府

746 位 24.04 km YURIPON 東京都

747 位 23.84 km JOE 大阪府

748 位 23.77 km kirako 三重県

749 位 23.73 km エポカ 三重県

750 位 23.51 km まっこらん 愛知県

751 位 23.4 km すずRun 千葉県

752 位 23.39 km のりちゃん 大分県

753 位 23.31 km トコロー 三重県

753 位 23.31 km 忍 三重県

755 位 23.23 km おじさん 静岡県

756 位 23.12 km きよ 千葉県

757 位 23.11 km KOKI 群馬県

758 位 23.04 km かっぱ親善大使 大阪府

759 位 22.98 km やまP 大阪府
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760 位 22.95 km ごえもん 埼玉県

761 位 22.87 km みっちゃん 三重県

762 位 22.86 km YASU 三重県

763 位 22.52 km てーぶるやし 佐賀県

763 位 22.52 km かんた 滋賀県

765 位 22.47 km (」・ω・)」 三重県

766 位 22.44 km けんすけ 兵庫県

767 位 22.36 km あかさたなはまやらわん 愛知県

767 位 22.36 km 音痴歌手 三重県

769 位 22.35 km ふるりん 三重県

770 位 22.29 km ごくろうさま 三重県

771 位 22.25 km REMON 熊本県

772 位 22.22 km たっくん 神奈川県

773 位 22.1 km わらちゃん 滋賀県

774 位 22.05 km 伊賀忍者 三重県

775 位 22.03 km まお 群馬県

776 位 22 km あき 東京都

777 位 21.73 km なごまる 愛知県

778 位 21.71 km ひげっち 宮城県

779 位 21.53 km F.IKD 北海道

780 位 21.49 km やよい 三重県

781 位 21.47 km おり 神奈川県

782 位 21.45 km 片山はち 愛知県

783 位 21.44 km てるぼう 愛知県

784 位 21.43 km rice field 三重県

785 位 21.31 km おっぱっP 鹿児島県

786 位 21.3 km ニャー 三重県

787 位 21.24 km Rika 愛知県

788 位 21.23 km うっじー 宮城県

789 位 21.22 km てらむー 東京都

790 位 21.21 km きなこ 愛知県

791 位 21.19 km あや 滋賀県

792 位 21.14 km まさと 山形県

793 位 20.52 km ようちゃん 石川県

794 位 20.44 km Yasu 愛知県

795 位 20.38 km やすいぶ 東京都

796 位 20.36 km ユウコ 三重県

797 位 20.26 km ひよこまめたろう 三重県
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798 位 20.12 km ゆきお 大阪府

799 位 20.09 km aratatta 静岡県

800 位 20.02 km まつピース 和歌山県

801 位 19.62 km applemint 北海道

801 位 19.62 km タンク 兵庫県

803 位 19.38 km う～ちゃん 北海道

804 位 19.16 km タシロ 神奈川県

805 位 19.12 km みや 三重県

806 位 19.05 km エリ 大阪府

807 位 19.03 km kainaluwith 三重県

807 位 19.03 km sino 茨城県

809 位 18.56 km リンちゃん 静岡県

810 位 18.54 km けんたろー 三重県

811 位 18.53 km しんたま 三重県

812 位 18.48 km こっしー 広島県

813 位 18.31 km AK 東京都

814 位 18.19 km misato 静岡県

815 位 18.17 km 桃の助 福島県

816 位 18.1 km グルグル 愛知県

817 位 17.9 km ヒメコ 福岡県

818 位 17.79 km nocha 青森県

819 位 17.72 km アッコちゃん 愛知県

820 位 17.21 km そら 愛知県

821 位 17.13 km ひかる 三重県

822 位 17 km yyhp 北海道

823 位 16.97 km noriko 神奈川県

824 位 16.96 km クス 愛知県

825 位 16.67 km マッキー 埼玉県

826 位 16.64 km Sae 神奈川県

827 位 16.03 km アーパン 大阪府

828 位 15.87 km Eric 東京都

829 位 15.85 km MUKAI 福岡県

830 位 15.65 km 中嶋トナオ 三重県

831 位 15.17 km わたりどり 埼玉県

832 位 15.12 km にくきゅーもぐら∞ 福島県

833 位 14.89 km 小夜子 埼玉県

834 位 14.62 km ながたけ 三重県

835 位 14.45 km トマト２０６ 山口県
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836 位 14.4 km kenobata 埼玉県

837 位 14.36 km noriko 東京都

838 位 14.28 km Kei 北海道

839 位 14.2 km たーくん 三重県

840 位 14.13 km パンダ 三重県

841 位 14.03 km マリ 愛知県

842 位 14.02 km Koki 沖縄県

843 位 13.49 km JUNKO、N 愛知県

844 位 12.96 km くりぼう 佐賀県

845 位 12.95 km サンマー麺 神奈川県

846 位 12.77 km Kana 三重県

847 位 12.6 km ガリゾー 三重県

848 位 12.12 km Happy 兵庫県

849 位 12.04 km 大盛食べ太郎 愛知県

850 位 11.81 km おちびちゃん 広島県

851 位 11.47 km HiROKO 埼玉県

852 位 11.38 km 成ちゃん 三重県

853 位 11.15 km ムシ！キングカズ 神奈川県

854 位 11.13 km 越殿樂 福井県

855 位 11.06 km カラス 滋賀県

855 位 11.06 km plus721 三重県

857 位 10.8 km Naomi 三重県

858 位 10.78 km 鉄人会むーら 三重県

859 位 10.77 km OS 福島県

860 位 10.75 km ソンちゃん 滋賀県

861 位 10.72 km かもっこ 三重県

862 位 10.71 km yatoppi 東京都

863 位 10.69 km みっちゃん 三重県

864 位 10.68 km ぺたんこ 奈良県

865 位 10.64 km アディ 富山県

866 位 10.58 km Mont Blanc 三重県

867 位 10.53 km まぁいまぁい 愛知県

868 位 10.37 km たっぴー 三重県

869 位 10.15 km pukuji 三重県

870 位 10.14 km みーじー 石川県

871 位 10.13 km カズyama 三重県

871 位 10.13 km あずき 愛知県

873 位 10.03 km teizo 三重県
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874 位 10.02 km しばお 三重県

874 位 10.02 km ヤナオサ 長野県

876 位 10.01 km ごん 三重県

877 位 9.97 km Yuu 千葉県

878 位 9.66 km running man 愛知県

879 位 9.44 km チップ 宮城県

880 位 8.94 km かなこ 福岡県

880 位 8.94 km kkk 三重県

882 位 8.84 km さえちゃん 愛知県

883 位 8.54 km あきちゃん 栃木県

884 位 8.5 km 迷コーチ 埼玉県

885 位 8.37 km Haptin19 香川県

886 位 8.31 km あひる 千葉県

887 位 8.23 km 亀 三重県

888 位 8.17 km Dragons24 愛知県

889 位 8.11 km silmatchi 東京都

890 位 8.02 km syc38% 埼玉県

891 位 7.59 km torakichi 三重県

892 位 7.28 km やじえもん 福島県

893 位 7.27 km Lenato 三重県

894 位 6.99 km スマイル前橋 群馬県

895 位 6.98 km yukihiro 千葉県

896 位 6.77 km jyofukujimor 愛媛県

897 位 6.76 km まあくん 三重県

898 位 6.55 km ヨネモ 沖縄県

899 位 6.37 km ちょこりん 愛知県

900 位 6.08 km ヒトモジ 熊本県

901 位 6.06 km ふんた 石川県

902 位 6.05 km にっしゃん 三重県

903 位 6.02 km おちゃ 新潟県

904 位 5.92 km ゆーすけ 奈良県

905 位 5.91 km みえ 三重県

906 位 5.8 km まりこ 大阪府

907 位 5.7 km HAL1969 鹿児島県

908 位 5.64 km monist 石川県

909 位 5.58 km トラちゃん 東京都

910 位 5.33 km ぽっぽくま 新潟県

911 位 5.25 km JK 徳島県
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912 位 5.04 km くらぱぱさん 滋賀県

913 位 4.87 km ところざわ 埼玉県

914 位 4.58 km daiking 北海道

915 位 4.36 km さち 三重県

916 位 4.19 km あるみ 石川県

917 位 4.15 km JOCO 三重県

918 位 4.01 km M.F 兵庫県

919 位 3.4 km まゆ 茨城県

920 位 3.34 km よしくま 三重県

921 位 3.15 km iwamuro 新潟県

922 位 3.11 km えの 三重県

923 位 2.45 km たろう 三重県

924 位 2.44 km カメトキ　 京都府

925 位 2.43 km waka 三重県

926 位 1.72 km みき 三重県

927 位 1.62 km onono 東京都

928 位 1.56 km （≧∇≦）やっほー 愛知県

929 位 1.24 km いまゆ 三重県

929 位 1.24 km やっちゃん 山口県

931 位 1.05 km かず 京都府

932 位 0.68 km 碧衣 三重県

933 位 0.38 km ちの 福島県

934 位 0.01 km みえちゃん 三重県

935 位 0 km Minami 三重県

935 位 0 km ミンミン 滋賀県

935 位 0 km みーまま 三重県

935 位 0 km みっちょん 三重県

935 位 0 km シュウフォックス 愛知県

935 位 0 km ちきちゃん 三重県

935 位 0 km たれ 三重県

935 位 0 km TAKAHIRO 大阪府

935 位 0 km kobashiri40 京都府

935 位 0 km speedbird 福岡県

935 位 0 km ミチマル 岡山県

935 位 0 km はんな 北海道

935 位 0 km seosiha 三重県

935 位 0 km クラブマネジャー 三重県

935 位 0 km あっちゃん 北海道

25 / 27 ページ



ニックネーム 都道府県順位 走行距離

【個人戦 大会結果一覧】

935 位 0 km オカダ 愛知県

935 位 0 km KJ 三重県

935 位 0 km nax 三重県

935 位 0 km osuzu 東京都

935 位 0 km まいどくろちゃん 京都府

935 位 0 km hiroro1967 岡山県

935 位 0 km mako 東京都

935 位 0 km りょうたにん 大阪府

935 位 0 km アスリート 神奈川県

935 位 0 km 事務局 三重県

935 位 0 km cocoa743 北海道

935 位 0 km SachikoN 三重県

935 位 0 km がいと 東京都

935 位 0 km YUKI 埼玉県

935 位 0 km すざく 奈良県

935 位 0 km ひさ子 兵庫県

935 位 0 km しんちゃん 山形県

935 位 0 km Hanri 北海道

935 位 0 km あげちゃん 神奈川県

935 位 0 km ちかぽん 和歌山県

935 位 0 km t-ken 静岡県

935 位 0 km ゆうこりん 宮城県

935 位 0 km ミッフィ 埼玉県

935 位 0 km tmr 岐阜県

935 位 0 km やんち 東京都

935 位 0 km キムタケ 岡山県

935 位 0 km azukichi 大阪府

935 位 0 km おくひろ 神奈川県

935 位 0 km 営業部・橋本和幸 埼玉県

935 位 0 km ゆき 静岡県

935 位 0 km コバ 岩手県

935 位 0 km ともぞ 三重県

935 位 0 km イトウ 三重県

935 位 0 km ぷちっこ 岡山県

935 位 0 km なかいちゃん 三重県

935 位 0 km ONE 北海道

935 位 0 km m 千葉県

935 位 0 km 麦衛門 栃木県
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935 位 0 km すみちゃん 大阪府

935 位 0 km RUNTAMO 栃木県

935 位 0 km たー 茨城県

935 位 0 km ディクソン 大阪府

935 位 0 km 北川 三重県

935 位 0 km りゅうへい 大阪府

935 位 0 km のん 奈良県

935 位 0 km あこ 愛知県

935 位 0 km なお 奈良県
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