
【みんなでつながるオンラインマラソン】
第3回 チャレンジ5km +またまた勝手にグループ対抗戦

2021.3.15〜3.28



順位 No ﾆｯｸﾈｰﾑ合計(P)

【みんなでつながるオンラインマラソン】第3回 チャレンジ5km + またまた勝手にグループ対抗戦

2021年3月15日（月）～3月28日（日）

ｴﾘｱ 誕生月(P) 好きな色(P) 3月といえば(P)

グループ対抗戦　ポイント結果発表！！
前回参加(P)

40 竹野牛豊121 香川県 夏4 黄4 卒4 0

4 にっしん112 兵庫県 夏4 緑2 卒4 1

11 auroraman113 兵庫県 秋3 青3 卒4 1

12 たけゾー114 岐阜県 夏4 青3 卒4 0

24 suguru1985105 香川県 秋3 青3 卒4 0

44 パパーン106 東京都 夏4 緑2 卒4 0

55 ノロマなコタ107 和歌山県 夏4 青3 花3 0

1 にっかわ98 兵庫県 夏4 青3 雛1 1

8 yu99 東京都 夏4 黄4 雛1 0

13 ヒデアキ2021910 新潟県 秋3 青3 花3 0

14 ぴーすけ０８０４911 兵庫県 夏4 赤1 卒4 0

17 ヒロカズ912 奈良県 春1 青3 卒4 1

19 TOMO913 高知県 冬2 青3 卒4 0

27 ゆずりん914 静岡県 春1 黄4 卒4 0

30 えりきょん915 愛知県 冬2 黄4 花3 0

39 むぎのすけ916 福岡県 夏4 青3 ホ2 0

68 きょん917 兵庫県 冬2 黄4 花3 0

5 ゆづ818 奈良県 秋3 青3 雛1 1

9 せこ819 愛知県 冬2 赤1 卒4 1

23 nao820 兵庫県 秋3 黄4 雛1 0

26 まつりか821 栃木県 冬2 緑2 卒4 0

28 わたあめ822 群馬県 秋3 赤1 卒4 0

31 あらぽん19823 千葉県 冬2 緑2 卒4 0

51 cfd824 兵庫県 春1 青3 卒4 0

52 ばばんば825 愛知県 春1 緑2 卒4 1

62 Hoshino N.826 岡山県 秋3 青3 雛1 1

63 masa827 石川県 秋3 青3 ホ2 0

67 dande-lion828 愛知県 秋3 青3 ホ2 0

69 75介829 群馬県 夏4 青3 雛1 0

2 ぴんちゃん730 大阪府 冬2 青3 雛1 1

6 L4NDO731 愛媛県 秋3 緑2 雛1 1

7 ひじきんぐ732 三重県 夏4 緑2 雛1 0

22 Donguri733 香川県 春1 緑2 卒4 0

41 トマティーン734 大阪府 秋3 赤1 花3 0

49 パ－ルライス高知735 高知県 秋3 青3 雛1 0

64 荻ちゃん736 長野県 冬2 赤1 卒4 0

20 つっちぃ637 愛知県 春1 青3 雛1 1

35 顔638 東京都 秋3 緑2 雛1 0

37 ハルルッティ639 香川県 秋3 緑2 雛1 0

38 だいちゅけ640 香川県 春1 青3 ホ2 0

47 スナフキン641 北海道 春1 赤1 卒4 0

48 マイチャレゆうじ642 兵庫県 春1 青3 雛1 1

53 さわ643 熊本県 夏4 赤1 雛1 0

61 shizu644 愛知県 冬2 青3 雛1 0

32 いしちゃん545 愛媛県 春1 青3 雛1 0

45 ゆきねえ546 大阪府 春1 青3 雛1 0

46 岩槻のスヌーピー547 埼玉県 冬2 緑2 雛1 0

54 ひろよう548 京都府 春1 青3 雛1 0

29 さときょん449 長崎県 冬2 赤1 雛1 0

43 のぶりん450 岡山県 冬2 赤1 雛1 0

1 / 2 ページ Official Timer & Result By Finesystem※同ポイントの場合はエントリー完了順となります



順位 No ﾆｯｸﾈｰﾑ合計(P)

【みんなでつながるオンラインマラソン】第3回 チャレンジ5km + またまた勝手にグループ対抗戦

2021年3月15日（月）～3月28日（日）

ｴﾘｱ 誕生月(P) 好きな色(P) 3月といえば(P)

グループ対抗戦　ポイント結果発表！！
前回参加(P)

50 チャチャミ451 神奈川県 冬2 赤1 雛1 0

56 くまちゃん452 神奈川県 春1 赤1 雛1 1

57 yukko453 静岡県 春1 緑2 雛1 0

59 たえら354 長野県 春1 赤1 雛1 0
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