
順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ ﾈｯﾄﾀｲﾑ

1 2540 大和田 剛/大和田 潤 オオワダ ツヨシ/オオワダ ジュン 0:07:58 0:07:57

2 2724 森谷 十月/森谷 日向夕 モリヤ トツキ/モリヤ ヒナタ 0:08:10 0:08:09

3 2528 海老原 和美/海老原 巧希 エビハラ カズミ/エビハラ コウキ 0:08:29 0:08:27

4 2694 古川 慶造/古川 大造 フルカワ ケイゾウ/フルカワ タイゾウ 0:08:35 0:08:33

5 2645 塚原 辰則/塚原 潤季 ツカハラ タツノリ/ツカハラ ミツキ 0:08:45 0:08:44

6 2635 武井 信平/武井 淳平 タケイ シンペイ/タケイ ジュンペイ 0:08:50 0:08:57

7 2613 杉山 祐介/杉山 優心 スギヤマ ユウスケ/スギヤマ ユウシン 0:08:59 0:08:59

8 2504 青木 源/青木 恋 アオキ ゲン/アオキ レン 0:09:02 0:08:58

9 2501 藍川 靖弘/藍川 英康 アイカワ ヤスヒロ/アイカワ ヒデヤス 0:09:05 0:09:04

10 2726 谷口 真一/谷口 真優 ヤグチ シンイチ/ヤグチ マサヒロ 0:09:12 0:09:10

11 2535 大澤 幸一/大澤 なごみ オオサワ コウイチ/オオサワ ナゴミ 0:09:13 0:09:11

12 2690 藤澤 征志/藤澤 耕作 フジサワ セイシ/フジサワ コウサク 0:09:13 0:09:11

13 2673 根本 悠佑/根本 遼太 ネモト ユウスケ/ネモト リョウタ 0:09:14 0:09:11

14 2647 鶴見 卓之/鶴見 碧 ツルミ タカシ/ツルミ アオイ 0:09:17 0:09:15

15 2678 野原 俊之/野原 早陽 ノハラ トシユキ/ノハラ サヤ 0:09:17 0:09:15

16 2739 遊佐 充生/遊佐 天琉 ユサ ミツオ /ユサ タケル 0:09:25 0:09:23

17 2522 伊藤 剛史/伊藤 岳琉 イトウ タケシ/イトウ タケル 0:09:28 0:09:26

18 2733 山下 誠/山下 睦季 ヤマシタ マコト/ヤマシタ ムツキ 0:09:29 0:09:27

19 2570 菊池 侑哉/菊池 秋登 キクチ ユウヤ/キクチ シュウト 0:09:29 0:09:25

20 2510 阿部 敏治/阿部 駿之介 アベ トシハル/アベ シュンノスケ 0:09:31 0:09:25

21 2684 樋口 克己/樋口 慧明 ヒグチ カツミ/ヒグチ サトアキ 0:09:32 0:09:29

22 2696 細野 健介/細野 陽悠 ホソノ ケンスケ/ホソノ ハルチカ 0:09:33 0:09:30

23 2550 葛西 彰/奥谷 琉生 カサイ アキラ/オクヤ ルイ 0:09:36 0:09:34

24 2523 伊藤 昌弘/伊藤 優希 イトウ マサヒロ/イトウ ユウキ 0:09:37 0:09:35

25 2638 伹野 浩邦/伹野 琥珀 タダノ ヒロクニ/タダノ コハク 0:09:39 0:09:34

26 2731 山﨑 真理/山﨑 渉夢 ヤマザキ マリ/ヤマザキ アユム 0:09:41 0:09:37

27 2621 鈴木 勝/鈴木 和佳 スズキ マサル/スズキ ワカ 0:09:42 0:09:37

28 2534 大久保 泰明/大久保 泰惺 オオクボ ヤスアキ/オオクボ タイセイ 0:09:49 0:09:47

29 2711 皆川 将紀/皆川 悠翔 ミナガワ マサノリ/ミナガワ ユウト 0:09:52 0:09:44

30 2615 鈴木 圭介/鈴木 蓮 スズキ ケイスケ/スズキ レン 0:09:53 0:09:43

31 2581 栗原 公次/栗原 心平 クリハラ コウジ/クリハラ シンペイ 0:09:54 0:09:44

32 2531 大上 政樹/大上 真帆 オオウエ マサキ/オオウエ マホ 0:09:58 0:09:51

33 2629 高塚 健一/高塚 尋 タカツカ ケンイチ/タカツカ ヒロ 0:10:00 0:09:57

34 2661 中村 健太郎/中村 颯太郎 ナカムラ ケンタロウ/ナカムラ ソウタロウ 0:10:01 0:09:54

35 2646 綱島 政広/綱島 道人 ツナシマ マサヒロ/ツナシマ ミチト 0:10:10 0:10:04

36 2505 青柳 一貴/青柳 瑛士 アオヤギ カズキ/アオヤギ エイト 0:10:10 0:10:07

37 2738 結城 裕/結城 龍也 ユウキ ヒロシ/ユウキ リュウヤ 0:10:11 0:10:04

38 2747 渡辺 一将/渡辺 瑠乃 ワタナベ カズマサ/ワタナベ ルノ 0:10:20 0:10:18

39 2612 菅原 優/菅原 千愛 スガワラ ユウ/スガワラ セナ 0:10:22 0:10:19

40 2659 長橋 亨/長橋 葉月 ナガハシ トオル/ナガハシ ハヅキ 0:10:24 0:10:14

41 2515 飯泉 健一/飯泉 晴翔 イイズミ ケンイチ/イイズミ ハルト 0:10:25 0:10:19
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42 2609 菅井 弘/菅井 颯真 スガイ ヒロシ/スガイ ソウマ 0:10:26 0:10:20

43 2633 高橋 昭雄/高橋 愛菜 タカハシテルオ/タカハシ マナ 0:10:26 0:10:18

44 2632 高橋 広樹/高橋 春光 タカハシ ヒロキ/タカハシ ハルミツ 0:10:29 0:10:19

45 2641 谷本 光伸/谷本 陽 タニモト ミツノブ/タニモト ハル 0:10:30 0:10:24

46 2608 庄司 裕一/庄司 唯人 ショウジ ユウイチ/ショウジ ユイト 0:10:30 0:10:25

47 2563 川上 智恵/川上 陸翔 カワカミ トモエ/カワカミ リクト 0:10:30 0:10:27

48 2639 田中 直樹/田中 万尋 タナカ ナオキ/タナカ マヒロ 0:10:31 0:10:20

49 2706 松﨑 晃幸/松﨑 叶葉 マツザキ テルユキ/マツザキ カノハ 0:10:33 0:10:19

50 2610 菅野 真之/菅野 奈菜 スガノ マサユキ/スガノ ナナ 0:10:35 0:10:32

51 2643 田村 高志/田村 悠真 タムラ タカシ/タムラ ユウマ 0:10:36 0:10:21

52 2536 大島 拓也/大島 虹夏 オオシマ タクヤ/オオシマ ナナカ 0:10:37 0:10:31

53 2587 国分 隆行/国分 鞠奈 コクブン タカユキ/コクブン マリナ 0:10:39 0:10:34

54 2737 山本 忠司/山本 陸 ヤマモト タダシ/ヤマモト リク 0:10:39 0:10:36

55 2618 鈴木 清二/鈴木 拓望 スズキ セイジ/スズキ タクミ 0:10:40 0:10:35

56 2648 手塚 和宏/手塚 多緒子 テツカ カズヒロ/テツカ タオコ 0:10:42 0:10:35

57 2716 牟田口 一仁/牟田口 陽仁 ムタグチ カズヒト/ムタグチ ハルト 0:10:42 0:10:39

58 2526 梅津 貴宏/梅津 歩奈 ウメヅ タカヒロ/ウメヅ アユナ 0:10:43 0:10:38

59 2655 中島 晋平/中島 颯太 ナカジマ シンペイ/ナカジマ ソウタ 0:10:45 0:10:36

60 2657 永田 将司/永田 凌士 ナガタ マサシ/ナガタ リョウジ 0:10:46 0:10:44

61 2546 小田桐 志朗/小田桐 波月 オダギリ シロウ/オダギリ ナツキ 0:10:46 0:10:37

62 2525 宇野 英明/宇野 佳楓 ウノ ヒデアキ/ウノ カエデ 0:10:46 0:10:37

63 2603 猊倉 千代/猊倉 優陽 シシクラ チヨ/シシクラ ユウヒ 0:10:49 0:10:45

64 2558 金子 勝登詞/金子 さくら カネコ カツトシ/カネコ サクラ 0:10:54 0:10:43

65 2580 栗原 克直/栗原 太陽 クリハラ カツノブ/クリハラ タイヨウ 0:10:54 0:10:38

66 2723 森本 純/森本 大湖 モリモト ジュン/モリモト ダイゴ 0:10:55 0:10:40

67 2574 北原 慎一郎/北原 萌衣 キタハラ シンイチロウ/キタハラ メイ 0:10:56 0:10:52

68 2756 坂野 稔浩/坂野 亜樹/坂野 いろは サカノ トシヒロ/サカノ アキ/サカノ イロハ 0:10:57 0:10:45

69 2649 遠山 紀彦/遠山 英士 トオヤマ トシヒコ/トオヤマ エイト 0:10:58 0:10:45

70 2670 西川 守/西川 太智 ニシカワ マモル/ニシカワ タクチ 0:10:58 0:10:52

71 2622 諏訪 秋彦/諏訪 日々喜 スワ アキヒコ/スワ ヒビキ 0:10:59 0:10:53

72 2559 兼末 智志/兼末 航 カネスエ サトシ/カネスエ ワタル 0:10:59 0:10:40

73 2552 笠原 豊/笠原 芙紀 カサハラ ユタカ/カサハラ フキ 0:11:00 0:10:54

74 2573 北畠 尚子/北畠 凛佳 キタバタケ ショウコ/キタバタケ リンカ 0:11:00 0:10:52

75 2685 樋熊 幸子/樋熊 陸 ヒグマ サチコ/ヒグマ リク 0:11:00 0:10:55

76 2746 和田 政晴/和田 智也 ワダ マサハル/ワダ トモヤ 0:11:01 0:10:58

77 2630 髙橋 淳一郎/髙橋 怜磨 タカハシ ジュンイチロウ/タカハシ レイマ 0:11:01 0:10:48

78 2572 北川 祐介/北川 瑛斗 キタガワ ユウスケ/キタガワ エイト 0:11:03 0:10:45

79 2544 岡野 仁美/岡野 雪朝 オカノ ヒトミ/オカノ ユア 0:11:04 0:10:55

80 2507 浅野 和芳/浅野 絢女 アサノ カズヨシ/アサノ アヤメ 0:11:04 0:10:54

81 2644 千田 佳祐/千田 佳凛 チダ ケイスケ/チダ カリン 0:11:05 0:11:01

82 2594 酒井 修一/酒井 勇弦 サカイ シュウイチ/サカイ ユヅル 0:11:06 0:10:59
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83 2527 榎本 隆吾/榎本 晴 エノモト リュウゴ/エノモト ハル 0:11:07 0:10:58

84 2626 高杉 和範/高杉 旬 タカスギ カズノリ/タカスギ シュン 0:11:08 0:10:49

85 2514 飯泉 紀代美/飯泉 歩 イイズミ キヨミ/イイズミ アユム 0:11:09 0:11:04

86 2554 笠見 まり子/笠見 颯志 カサミ マリコ/カサミ ソウシ 0:11:13 0:11:00

87 2754 岡野 修志/岡野 舞夢/岡野 朝飛 オカノ シュウジ/オカノ マイム/オカノ アサヒ 0:11:13 0:11:09

88 2658 中西 康憲/中西 あかり ナカニシ ヤスノリ/ナカニシ アカリ 0:11:14 0:11:06

89 2548 尾林 洋子/尾林 珀侍 オバヤシ ヨウコ/オバヤシ ハクト 0:11:16 0:11:02

90 2720 本橋 準/本橋 幸芽 モトハシ ジュン/モトハシ コウメ 0:11:16 0:11:11

91 2715 牟田 圭佑/牟田 光佑 ムタ ケイスケ/ムタ コウスケ 0:11:18 0:11:16

92 2705 松﨑 一志/松﨑 志歩 マツザキ カズシ/マツザキ シホ 0:11:19 0:11:08

93 2605 地引 亨/地引 透惟 ジビキ トオル/ジビキ トイ 0:11:20 0:11:19

94 2722 森崎 理砂/森崎 峻平 モリサキ リサ/モリサキ シュンペイ 0:11:24 0:11:06

95 2667 成島 尭恵/成島 七海 ナルシマ アキエ/ナルシマ ナナミ 0:11:27 0:11:14

96 2538 大貫 勉/大貫 友也 オオヌキ ツトム/オオヌキ ユウヤ 0:11:28 0:11:20

97 2734 山下 真美/山下 稟生 ヤマシタ マサミ/ヤマシタ リオ 0:11:28 0:11:11

98 2557 加藤 之治/加藤 駿汰 カトウ ユキハル/カトウ シュンタ 0:11:32 0:11:21

99 2672 根本 千尋/根本 悠希 ネモト チヒロ/ネモト ハルキ 0:11:32 0:11:16

100 2539 大類 岳/大類 香璃希 オオルイ ガク/オオルイ カリネ 0:11:33 0:11:22

101 2591 小林 共恵/小林 香帆 コバヤシ トモエ/コバヤシ カホ 0:11:33 0:11:28

102 2516 飯田 昭/飯田 渉 イイタ アキラ/イイタ アユム 0:11:34 0:11:09

103 2598 佐川 拓平/佐川 凌平 サガワ タクヘイ/サガワ リョウヘイ 0:11:34 0:11:28

104 2541 岡崎 貴之/岡崎 鈴 オカザキ タカユキ/オカザキ レイ 0:11:36 0:11:33

105 2729 柳 裕子/柳 大翔 ヤナギ ヒロコ/ヤナギ ヒロト 0:11:38 0:11:17

106 2742 横田 ゆみ子/横田 佳穂 ヨコタ ユミコ/ヨコタ カホ 0:11:39 0:11:34

107 2676 野島 弘隆/野島 慎平 ノジマ ヒロタカ/ノジマ シンペイ 0:11:39 0:11:20

108 2727 矢崎 優二/矢崎 帆夏 ヤザキ ユウジ/ヤザキ ホノカ 0:11:41 0:11:28

109 2625 添谷 茂徳/添谷 流維 ソエヤ シゲノリ/ソエヤ ルイ 0:11:42 0:11:39

110 2553 笠見 麻衣/笠見 友葉 カサミ マイ/カサミ トモハ 0:11:43 0:11:33

111 2533 大川 潤/大川 穂乃 オオカワ ジュン/オオカワ ホノ 0:11:43 0:11:35

112 2509 阿部 晃弥/阿部 智早 アベ アキヤ/アベ チハヤ 0:11:43 0:11:31

113 2549 影浦 裕一/影浦 咲希 カゲウラ ユウイチ/カゲウラ サキ 0:11:43 0:11:26

114 2508 芦田 良平/芦田 紗耶 アシダ リョウヘイ/アシダ サヤ 0:11:43 0:11:38

115 2730 山内 武夫/山内 胡桃 ヤマウチ タケオ/ヤマウチ クルミ 0:11:45 0:11:33

116 2569 菊地 広志/菊地 幸薫 キクチ ヒロシ/キクチ サチカ 0:11:46 0:11:37

117 2709 溝口 亮/溝口 莉子 ミゾグチ リョウ/ミゾグチ リコ 0:11:48 0:11:39

118 2752 渡部 亮/渡部 至 ワタベ リョウ/ワタベ イタル 0:11:51 0:11:41

119 2571 北泉 恵子/北泉 光貴 キタイズミ ケイコ/キタイズミ コウキ 0:11:52 0:11:29

120 2642 種邑 匠/種邑 香帆 タネムラ タクミ/タネムラ カホ 0:11:52 0:11:35

121 2665 中山 光代/中山 寧々 ナカヤマ ミツヨ/ナカヤマ ネネ 0:11:56 0:11:48

122 2736 山本 和範/山本 彩矢 ヤマモト カズノリ/ヤマモト アヤ 0:11:57 0:11:53

123 2682 春山 健太/春山 達紀 ハルヤマ ケンタ/ハルヤマ タツキ 0:12:00 0:11:56
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124 2758 染野 光一/染野 恵美/染野 里奈 ソメノ コウイチ/ソメノ エミ/ソメノ リナ 0:12:01 0:11:51

125 2683 東谷 昌幸/東谷 匠 ヒガシタニ マサユキ/ヒガシタニ タクミ 0:12:01 0:11:35

126 2712 皆葉 一城/皆葉 悠羽 ミナバ カズキ/ミナバ ユウワ 0:12:03 0:11:48

127 2524 井村 義夫/井村 華菜 イムラ ヨシオ 0:12:04 0:11:54

128 2607 清水 桂太/清水 実郁 シミズ ケイタ/シミズ ミク 0:12:04 0:11:47

129 2592 小林 真由美/小林 風果 コバヤシ マユミ/コバヤシ フウカ 0:12:05 0:11:56

130 2750 渡部 依里/渡部 叶望 ワタベ エリ/ワタベ カナミ 0:12:05 0:11:58

131 2698 布袋田 智彰/布袋田 拓 ホテイダ トモアキ/ホテイダ タク 0:12:06 0:11:55

132 2578 工藤 元樹/工藤 悠真 クドウ モトキ/クドウ ユウマ 0:12:06 0:11:55

133 2585 黒田 裕司/黒田 陸堵 クロダ ユウジ/クロダ リクト 0:12:08 0:11:57

134 2668 新堀 知美/新堀 晴基 ニイホリ トモミ/ニイホリ ハルキ 0:12:10 0:11:47

135 2652 豊島 和彦/豊島 花菜 トヨシマ カズヒコ/トヨシマ ハナ 0:12:10 0:12:01

136 2697 菩提寺 裕子/菩提寺 結惟斗 ボダイジ ユウコ/ボダイジ ユイト 0:12:13 0:12:03

137 2502 相庭 愛/相庭 辰輝 アイバ アイ/アイバ タツキ 0:12:14 0:12:00

138 2575 木浪 陽平/木浪 璃久 キナミ ヨウヘイ/キナミ リク 0:12:15 0:12:07

139 2519 生田 一真/生田 結人 イクタ カズマ/イクタ ユウト 0:12:15 0:11:48

140 2717 村田 直樹/村田 蒼空 ムラタ ナオキ/ムラタ ソラ 0:12:16 0:11:57

141 2604 柴﨑 則史/柴﨑 孝太郎 シバサキ ノリブミ/シバサキ コウタロウ 0:12:16 0:11:56

142 2719 望月 直和/望月 悠馬 モチヅキ ナオカズ/モチヅキ ハルマ 0:12:17 0:12:09

143 2677 野原 大輔/野原 優花 ノハラ ダイスケ/ノハラ ユカ 0:12:17 0:11:58

144 2687 平野 雄介/平野 律人 ヒラノ ユウスケ/ヒラノ リツト 0:12:18 0:11:57

145 2520 石嶋 貞夫/石嶋 凱斗 イシジマ サダオ/イシジマ カイト 0:12:19 0:12:11

146 2593 近藤 憲/近藤 彩花 コンドウ ケン/コンドウ サヤカ 0:12:21 0:12:15

147 2714 宮田 知義/宮田 心太 ミヤタ トモヨシ/ミヤタ シンタ 0:12:22 0:12:16

148 2503 青木 健/青木 慶祐 アオキ ケン/アオキ ケイスケ 0:12:22 0:12:10

149 2595 酒井 昌宏/酒井 知紘 サカイ マサヒロ/サカイ チヒロ 0:12:26 0:12:10

150 2701 増田 里紗/増田 花音 マスダ リサ/マスダ カノン 0:12:27 0:12:19

151 2606 島田 香織/島田 寛奈 シマダ カオリ/シマダ カンナ 0:12:28 0:12:10

152 9701 神林 暢/神林 雅大 カンバヤシ ノボル/カンバヤシ マサヒロ 0:12:30 0:12:18

153 2506 朝倉 史/朝倉 真斗 アサクラ フミト/アサクラ マナト 0:12:31 0:12:15

154 2653 豊島 由紀/豊島 美咲 トヨシマ ユキ/トヨシマ ミサキ 0:12:32 0:12:27

155 2702 松井 由香理/松井 心咲 マツイ ユカリ/マツイ ミサキ 0:12:34 0:12:16

156 2753 岡田 洋子/岡田 修/岡田 菜花 オカダ ヨウコ/オカダ オサム/オカダ ナノハ 0:12:35 0:12:18

157 9702 中村 在花/中村 康志 ナカムラ ザイカ/ナカムラ コウジ 0:12:35 0:12:19

158 2547 小畑 久美子/小畑 明日椛 オバタ クミコ/オバタ アスカ 0:12:36 0:12:31

159 2704 松尾 有架子/松尾 恒希 マツオ ユカコ/マツオ コウキ 0:12:36 0:12:21

160 2634 高見 真美/高見 成磨 タカミ マミ/タカミ セイマ 0:12:36 0:12:18

161 2693 文倉 理/文倉 義貴 フミクラ オサム/フミクラ トモキ 0:12:37 0:12:17

162 2708 松本 勲/松本 麻歩 マツモト イサオ/マツモト マホ 0:12:37 0:12:19

163 2664 中村 雄飛/中村 玲音 ナカムラ ユウヒ/ナカムラ レネ 0:12:37 0:12:24

164 2584 黒澤 克樹/黒澤 諒成 クロサワ カツキ/クロサワ リョウセイ 0:12:38 0:12:32



順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ ﾈｯﾄﾀｲﾑ

第3回 みらいマラソン

平成31年3月3日(日)

種目:【2ｋｍ】

部門:【親子A (小学生1～2年生)の部】 天候：雨　気温：3℃　湿度：61%

165 2555 梶田 瑛実/梶田 怜央 カジタ エミ/カジタ レオ 0:12:40 0:12:21

166 2560 鎌田 利晴/鎌田 結衣菜 カマダ トシハル/カマタ ユイナ 0:12:40 0:12:19

167 2579 熊田 順之/熊田 穂乃花 クマダ ジュンジ/クマダ ホノカ 0:12:42 0:12:28

168 2537 大塚 知恵/大塚 祐一郎 オオツカ チエ/オオツカ ユウイチロウ 0:12:43 0:12:28

169 2674 根本 麗子/根本 紗希 ネモト レイコ/ネモト サキ 0:12:43 0:12:36

170 2743 横張 敦/横張 未侑 ヨコハリ アツシ/ヨコハリ ミウ 0:12:45 0:12:35

171 2654 那珂 理麻/那珂 巧生 ナカ リマ/ナカ コウキ 0:12:45 0:12:37

172 2741 横田 光義/横田 将希 ヨコタ ミツヨシ/ヨコタ マサキ 0:12:46 0:12:27

173 2650 戸髙 江里/戸髙 悠聖 トダカ エリ/トダカ ユウセイ 0:12:47 0:12:36

174 2583 黒川 幹之/黒川 緑悠 クロカワ モトユキ/クロカワ ミユ 0:12:47 0:12:26

175 2755 木村 浩四郎/木村 雅美/木村 歩希 キムラ コウシロウ/キムラ マサミ/キムラ ホマレ 0:12:47 0:12:24

176 2564 川島 祥太/川島 颯人 カワシマ ショウタ/カワシマ ハヤト 0:12:48 0:12:36

177 2757 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝ ｼﾞｭﾘｱﾝ/ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝ 真樹/ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝ 瑞樹 スティーブンソン ジュリアン/スティーブンソン マキ/スティーブンソン ミズキ 0:12:49 0:12:32

178 2688 廣田 夏子/廣田 璃空 ヒロタ ナツコ/ヒロタ リク 0:12:50 0:12:46

179 2601 佐藤 すい子/佐藤 秀祐 サトウ スイコ/サトウ シュウスケ 0:12:51 0:12:48

180 2619 鈴木 千春/鈴木 花歩 スズキ チハル/スズキ カホ 0:12:52 0:12:45

181 2744 脇 一浩/脇 悠将 ワキ カズヒロ/ワキ ユウスケ 0:12:58 0:12:39

182 2671 錦織 善隆/錦織 樹希 ニシゴリ ヨシタカ/ニシゴリ イツキ 0:13:02 0:12:50

183 2597 坂本 真吾/坂本 康史郎 サカモト シンゴ/サカモト コウシロウ 0:13:03 0:12:50

184 2588 小島 崇文/小島 羚園 コジマ タカフミ/コジマ レオン 0:13:05 0:12:44

185 2561 萱嶋 麻美/萱嶋 龍馬 カヤシマ アサミ/カヤシマ リョウマ 0:13:05 0:12:50

186 2725 諸石 隆史/諸石 隆教 モロイシ タカフミ/モロイシ タカノリ 0:13:05 0:12:45

187 2636 竹澤 聡志/竹澤 奎志郎 タケザワ サトシ/タケザワ ケイシロウ 0:13:05 0:12:56

188 2543 岡野 敏信/岡野 稜生 オカノ トシノブ/オカノ リョウ 0:13:05 0:12:52

189 2566 川堀 真喜子/川堀 未彩 カワボリ マキコ/カワボリ ミサ 0:13:06 0:12:54

190 2542 岡田 祐一/岡田 悠吾 オカダ ユウイチ/オカダ ユウゴ 0:13:06 0:12:46

191 2691 布施 竜吾/布施 志雄介 フセ リュウゴ/フセ シュウスケ 0:13:06 0:12:43

192 2681 原田 美穂/原田 隼太郎 ハラダ ミホ/ハラダ シュンタロウ 0:13:07 0:12:57

193 2735 山田 雅俊/山田 佳音 ヤマダ マサトシ/ヤマダ カノン 0:13:08 0:12:49

194 2751 渡部 賢人/渡部 結月 ワタベ ケント/ワタベ ユヅキ 0:13:09 0:13:02

195 2718 望月 孝哉/望月 俐沙 モチヅキ タカヤ/モチヅキ リサ 0:13:09 0:12:57

196 2577 久下 香世子/久下 悠真 クゲ カヨコ/クゲ ユウマ 0:13:10 0:12:55

197 2748 渡辺 真/渡辺 空 ワタナベ シン/ワタナベ ソラ 0:13:12 0:12:48

198 2692 舟木 英子/舟木 悠太 フナキ エイコ/フナキ ユウタ 0:13:12 0:12:53

199 2551 笠井 祐輔/笠井 健大朗 カサイ ユウスケ/カサイ ケンタロウ 0:13:15 0:12:54

200 2680 羽富 伸樹/羽富 心絆 ハトミ ノブキ/ハトミ ココナ 0:13:15 0:12:53

201 2627 髙田 とも子/髙田 幸太郎 タカダ トモコ/タカダ コウタロウ 0:13:19 0:13:00

202 2686 檜山 真琴/檜山 翔生 ヒヤマ マコト/ヒヤマ カイ 0:13:20 0:13:14

203 2721 本橋 裕二/本橋 希愛 モトハシ ユウジ/モトハシ ノア 0:13:21 0:13:02

204 2623 関本 紘子/関本 結菜 セキモト ヒロコ/セキモト ユイナ 0:13:25 0:13:12

205 2656 中島 秀和/中島 和希 ナカジマ ヒデカズ/ナカジマ カズキ 0:13:30 0:13:15
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206 2624 泉水 信子/泉水 結 センスイ ノブコ/センスイ ユイ 0:13:31 0:13:15

207 2530 大井 雅晴/大井 耀介 オオイ マサハル/オオイ ヨウスケ 0:13:35 0:13:15

208 2669 新山 友望子/新山 煌空 ニイヤマ ユウコ/ニイヤマ アキラ 0:13:35 0:13:15

209 2651 富田 明治/富田 葵生 トミタ アキハル/トミタ アオイ 0:13:37 0:13:12

210 2695 古山 ひろ子/古山 杏里 フルヤマ ヒロコ/フルヤマ アンリ 0:13:38 0:13:21

211 2689 藤倉 啓雄/藤倉 和飛 フジクラ ヨシオ/フジクラ カズト 0:13:39 0:13:38

212 2728 矢作 名穂/矢作 泉空 ヤサク ナオ/ヤサク ミラ 0:13:39 0:13:25

213 2614 鈴木 清志/鈴木 悠 スズキ キヨシ/スズキ ハル 0:13:41 0:13:33

214 2521 石田 聡美/石田 景士朗 イシダ サトミ/イシダ ケイシロウ 0:13:43 0:13:30

215 2600 佐々木 健/佐々木 香野子 ササキ タケシ/ササキ カノコ 0:13:43 0:13:28

216 2703 松尾 拓/松尾 明 マツオ タク/マツオ アキラ 0:14:02 0:13:40

217 2640 谷口 正貴/谷口 咲綾 タニグチ マサタカ/タニグチ サアヤ 0:14:02 0:13:38

218 2596 阪口 剛史/阪口 翔一 サカグチ タケフミ/サカグチ ショウイチ 0:14:02 0:13:48

219 2556 加藤 周平/加藤 亮平 カトウ シュウヘイ/カトウ リョウヘイ 0:14:09 0:13:44

220 2660 中村 久美子/中村 風花 ナカムラ クミコ/ナカムラ フウカ 0:14:11 0:14:05

221 2517 飯野 剛/飯野 真穂 イイノツヨシ/イイノ マナノ 0:14:16 0:13:55

222 2529 槐 智宏/槐 蒼空 エンジ トモヒロ/エンジ ソラ 0:14:25 0:14:10

223 2586 河野 豪/河野 蒔 コウノ ゴウ/コウノ マキ 0:14:28 0:14:16

224 2567 川又 友美/川又 颯介 カワマタ トモミ/カワマタ ソウスケ 0:14:28 0:14:05

225 2599 櫻井 裕也/櫻井 旺誠 サクライ ユウヤ/サクライ オウセイ 0:14:37 0:14:18

226 2749 渡邊 達也/渡邊 絢美 ワタナベ タツヤ/ワタナベ アミ 0:14:38 0:14:13

227 2707 松原 裕/松原 みすず マツバラ ユウ/マツバラ ミスズ 0:14:43 0:14:21

228 2628 髙津 知明/髙津 未空 タカツ トモアキ/タカツ ミソラ 0:14:44 0:14:41

229 2617 鈴木 順子/鈴木 柚帆 スズキ ジュンコ/スズキ ユズホ 0:14:50 0:14:35

230 2565 川角 宏美/川角 蒼空 カワスミ ヒロミ/カワスミ ソラ 0:14:52 0:14:28

231 2620 鈴木 宏明/鈴木 日菜 スズキ ヒロアキ/スズキ ヒナ 0:14:59 0:14:44

232 2631 髙橋 新治/髙橋 祐翔 タカハシ シンジ/タカハシ ユウト 0:15:01 0:14:48

233 2732 山崎 由加里/山崎 菜々花 ヤマザキ ユカリ/ヤマザキ ナナカ 0:15:12 0:14:50

234 2602 佐藤 裕美/佐藤 竜海 サトウ ユウミ/サトウ リュウ 0:15:12 0:14:51

235 2759 奈良本 百子/奈良本 龍也/奈良本 優芽 ナラモト モモコ/ナラモト タツヤ/ナラモト ユメ 0:15:18 0:15:02

236 2699 堀 祐子/堀 陽菜 ホリ ユウコ/ホリ ハルナ 0:15:18 0:14:58

237 2745 和田 敬子/和田 百花 ワダ ケイコ/ワダ モモカ 0:15:20 0:14:56

238 2700 益子 高志/益子 紗奈 マシコ タカシ/マシコ サナ 0:15:35 0:15:14

239 2666 中山 幸/中山 愛 ナカヤマ ミユキ/ナカヤマ アイ 0:15:43 0:15:26

240 2611 菅原 直美/菅原 拓弥 スガハラ ナオミ/スガハラ タクヤ 0:16:11 0:15:54

241 2637 田嶋 和樹/田嶋 佑清 タジマ カズキ/タジマ ユウセイ 0:16:42 0:16:35

242 2513 飯泉 明/飯泉 栞里 イイズミ アキラ/イイズミ シオリ 0:17:27 0:17:22

243 2675 野口 真澄/野口 真奈美 ノグチ マスミ/ノグチ マナミ 0:18:32 0:18:18


