
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 3016 本橋 美章/本橋 美輝 モトハシ ヨシアキ/モトハシ ハルキ 0:08:48 0:08:46

2 3031 和田 直之/和田 直太朗 ワダ ナオユキ/ワダ ナオタロウ 0:08:51 0:08:50

3 2897 塩崎 誠/塩崎 蒼空 シオザキ マコト/シオザキ ソウマ 0:09:15 0:09:12

4 3070 吉田 加奈/吉田 煌茉/吉田 明奈 ヨシダ カナ/ヨシダ オウマ/ヨシダ アキナ 0:09:34 0:09:28

5 3065 皆見 健太/皆見 大翔/皆見 陽絆 ミナミル ケンタ/ミナミル ヒロト/ミナミル ハルキ 0:09:37 0:09:35

6 2903 下斗米 巧次/下斗米 洋輔 シモトマイ コウジ/シモトマイ ヨウスケ 0:09:37 0:09:36

7 3041 臼杵 竜一/臼杵 春翔/臼杵 蓮人 ウスキ リュウイチ/ウスキ ハルト/ウスキ レント 0:09:57 0:09:43

8 2988 藤岡 誠/藤岡 竜星 フジオカ マコト/フジオカ リュウセイ 0:09:58 0:09:57

9 2993 文蔵 信行/文蔵 逞海 フミクラ ノブユキ/フミクラ タクミ 0:10:01 0:09:59

10 2973 西野 賢志/西野 真叶 ニシノ ケンジ/ニシノ マナト 0:10:11 0:10:09

11 2873 栗原 遼/栗原 蒼大 クリハラ リョウ/クリハラ ソウタ 0:10:18 0:10:16

12 2894 佐藤 信幸/佐藤 凌大 サトウ ノブユキ/サトウ リョウダイ 0:10:32 0:10:25

13 3081 中島 和敏/中島 典子/中島 魁夢/中島 煌夢 ナカジマ カズトシ/ナカジマ ノリコ/ナカジマ カイム/ナカジマ キラム 0:10:34 0:10:32

14 2838 大畑 朝義/大畑 輝珂 オオハタ アサヨシ/オオハタ テルカ 0:10:41 0:10:37

15 2851 貝塚 司/貝塚 未都 カイツカ ツトム/カイツカ ミサト 0:10:48 0:10:43

16 2971 新関 友英/新関 翔太 ニイゼキ トモヒデ/ニイゼキ ショウタ 0:10:57 0:10:53

17 2994 細川 あゆみ/細川 楓斗 ホソカワ アユミ/ホソカワ フウト 0:10:57 0:10:53

18 2931 武田 大輔/武田 育然 タケダ ダイスケ/タケダ ヤスト 0:10:59 0:10:51

19 2830 海老澤 太一/海老澤 直人 エビサワ タイチ/エビサワ ナオト 0:11:01 0:10:57

20 3030 和田 敏行/和田 晴 ワダ トシユキ/ワダ ハル 0:11:01 0:10:48

21 2949 土田 孝二/土田 将己 ツチダ コウジ/ツチダ ショウキ 0:11:05 0:10:52

22 2941 谷 俊介/谷 航汰 タニ シュンスケ/タニ コウタ 0:11:08 0:11:06

23 2847 小野 隆二/小野 葵 オノ リュウジ/オノ アオイ 0:11:15 0:11:00

24 2807 安部 泰彦/安部 晴貴 アベ ヤスヒコ/アベ ハルキ 0:11:19 0:11:05

25 2841 大山 藍子/大山 昊貴 オオヤマ アイコ/オオヤマ コウキ 0:11:20 0:11:13

26 2839 大矢 訓寛/大矢 桜子 オオヤ クニヒロ/オオヤ サクラコ 0:11:22 0:11:12

27 2953 手塚 由佳子/手塚 勇利 テツカ ユカコ/テツカ ユウリ 0:11:25 0:11:22

28 2817 飯塚 恭央/飯塚 悠伍 イイツカ ユキヒサ/イイツカ ユウゴ 0:11:30 0:11:01

29 2946 近岡 浩司/近岡 和奏 チカオカ ヒロシ/チカオカ ワカナ 0:11:31 0:11:17

30 2985 服部 修一/服部 翼 ハットリ シュウイチ/ハットリ ツバサ 0:11:35 0:11:23

31 3047 可児 修一/可児 美由紀/可児 壱平 カニ シュウイチ/カニ ミユキ/カニ イッペイ 0:11:40 0:11:33

32 2898 篠田 耕造/篠田 梢 シノダ コウゾウ/シノダ コズエ 0:11:41 0:11:38

33 3021 矢野 さゆり/矢野 絢音 ヤノ サユリ/ヤノ アヤネ 0:11:44 0:11:42

34 3036 有馬 隆史/有馬 悠隆/有馬 唯人 アリマ タカシ/アリマ ヒサタカ/アリマ ユイト 0:11:44 0:11:42

35 2979 袴田 智美/袴田 輝理 ハカマダ トモミ/ハカマダ ヒカリ 0:11:53 0:11:49

36 3060 中澤 真紀/中澤 似香/中澤 一紗 ナカザワ マキ/ナカザワ ニコ/ナカザワ イッサ 0:11:54 0:11:51

37 2929 嶽 美保/嶽 和輝 タケ ミホ/タケ カズキ 0:11:56 0:11:51

38 2880 小林 健太/小林 志帆 コバヤシ ケンタ/コバヤシ シホ 0:11:58 0:11:53

39 2831 遠藤 伸哉/遠藤 碧汰 エンドウ シンヤ/エンドウ ソウタ 0:12:02 0:11:59

40 2861 上高原 康弘/上高原 渉 カミタカハラ ヤスヒロ/カミタカハラ ワタル 0:12:02 0:11:47

41 2810 安藤 純子/安藤 希子 アンドウ ジュンコ/アンドウ キコ 0:12:02 0:11:56

42 2896 佐藤 元宣/佐藤 海斗 サトウ モトノブ/サトウ カイト 0:12:05 0:11:39
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43 2967 中村 康宏/中村 圭佑 ナカムラ ヤスヒロ/ナカムラ ケイスケ 0:12:06 0:11:59

44 2964 中西 有希子/中西 大地 ナカニシ ユキコ/ナカニシ ダイチ 0:12:10 0:12:06

45 2815 飯田 弥沙/飯田 弥大 イイダ ミサ/イイダ ヤヒロ 0:12:15 0:12:07

46 2963 永田 久仁子/永田 紘大 ナガタ クニコ/ナガタ コウダイ 0:12:16 0:12:11

47 2876 小浦場 満/小浦場 陽菜 コウラバ ミツル/コウラバ ハルナ 0:12:17 0:12:11

48 3032 渡辺 茂樹/渡辺 恵仁 ワタナベ シゲキ/ワタナベ ケイト 0:12:17 0:12:12

49 3029 米田 健二/米田 学史 ヨネタ ケンジ/ヨネタ ガクシ 0:12:24 0:12:15

50 2823 出澤 順子/出澤 仁也 イデサワ ジュンコ/イデサワ ヨシヤ 0:12:30 0:12:13

51 2866 神田 延男/神田 和嬉 カンダ ノブオ/カンダ カズキ 0:12:32 0:13:03

52 2864 川又 陽介/川又 颯太 カワマタ ヨウスケ/カワマタ ソウタ 0:12:38 0:12:32

53 3076 岩川 光一朗/岩川 綾子/岩川 誠多朗/岩川 和 イワカワ コウイチロウ/イワカワ アヤコ/イワカワ セイタロウ/イワカワ カズ 0:12:41 0:12:33

54 2956 豊島 幸子/豊島 杏 トヨシマ ユキコ/トヨシマ アン 0:12:44 0:12:19

55 2998 松崎 亜也子/松崎 由依 マツザキ アヤコ/マツザキ ユイ 0:12:44 0:12:39

56 3006 壬生 輝世/壬生 ほのか ミブ アキヨ/ミブ ホノカ 0:12:45 0:12:33

57 3023 山口 真宏/山口 結愛 ヤマグチ マサヒロ/ヤマグチ ユメ 0:12:45 0:12:36

58 3011 宮本 憲一/宮本 ひなの ミヤモト ケンイチ/ミヤモト ひなの 0:12:46 0:12:42

59 2892 佐藤 剛史/佐藤 優也 サトウ タケシ/サトウ ユウヤ 0:12:47 0:12:44

60 2978 野村 克恵/野村 梨紗 ノムラ カツエ/ノムラ リサ 0:12:50 0:12:44

61 2913 鈴木 孝雄/脇 希光 スズキ タカオ/ワキ ノゾミ 0:12:50 0:12:38

62 2950 土戸 祐子/土戸 健太郎 ツチド ユウコ/ツチド ケンタロウ 0:12:51 0:12:40

63 2868 菊地 洋佳/菊地 太陽 キクチ ヒロカ/キクチ タイヨウ 0:12:51 0:12:44

64 3018 八重樫 知恵/八重樫 実那 ヤエガシ チエ/ヤエガシ ミナ 0:12:58 0:12:55

65 2872 倉知 正行/倉知 柚菜 クラチ タダユキ/クラチ ユズナ 0:12:59 0:12:46

66 2957 豊島 由恵/豊島 海璃 トヨシマ ヨシエ/トヨシマ カイリ 0:13:00 0:12:55

67 3025 山本 幸治/山本 凜來 ヤマモト コウジ/ヤマモト リク 0:13:00 0:12:50

68 2874 黒木 綾香/黒木 伊澄 クロキ アヤカ/クロキ イズミ 0:13:00 0:12:49

69 2905 菅井 亜依/菅井 優菜 スガイ アイ/スガイ ユウナ 0:13:06 0:12:55

70 2966 仲村 貴之/仲村 琉生 ナカムラ タカユキ/ナカムラ ルア 0:13:07 0:13:03

71 2844 小川 隆永/小川 結愛 オガワ リュウエイ/オガワ ユア 0:13:09 0:13:07

72 2958 長江 麻衣子/長江 美来 ナガエ マイコ/ナガエ ミライ 0:13:12 0:13:06

73 3058 千田 智恵/千田 智景/千田 智也 センダ トモエ/センダ チカケ/センダ トモナリ 0:13:13 0:13:07

74 2906 菅原 静香/菅原 花愛 スガワラ シズカ/スガワラ ハナ 0:13:13 0:13:07

75 3040 糸澤 一元/糸澤 快晴/糸澤 葵子 イトザワ カツユキ/イトザワ カイセイ/イトザワ アコ 0:13:14 0:13:10

76 2808 荒木 歩/荒木 千尋 アラキ ススム/アラキ チヒロ 0:13:15 0:12:45

77 2811 安藤 雄一/安藤 伊吹 アンドウ ユウイチ/アンドウ イブキ 0:13:16 0:12:54

78 3073 渡邉 まりえ/渡邉 太一/渡邉 彩夏 ワタナベ マリエ/ワタナベ タイチ/ワタナベ アヤカ 0:13:17 0:13:03

79 2961 中島 直子/中島 由乃 ナカジマ ナオコ/ナカジマ ユノ 0:13:17 0:13:04

80 2845 小田桐 佐季子/小田桐 穂波 オダギリ サキコ/オダギリ ホナミ 0:13:18 0:13:05

81 2940 田中 未奈/田中 龍 タナカ ミナ/タナカ リュウ 0:13:20 0:13:18

82 2983 長谷川 茂夫/長谷川 幹 ハセガワ シゲオ/ハセガワ モトキ 0:13:22 0:12:54

83 2986 原 佳祐/原 一翔 ハラ ケイスケ/ハラ カズサ 0:13:24 0:13:05

84 2875 黒羽 麻美/黒羽 一希 クロハ アサミ/クロハ カズキ 0:13:25 0:13:20
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85 3072 渡邉 典子/渡邉 璃乙/渡邉 伶音 ワタナベ ノリコ/ワタナベ リオ/ワタナベ レオン 0:13:26 0:13:19

86 3034 渡部 美雪/増田 美空 ワタナベ ミユキ/マスダ ミク 0:13:28 0:13:20

87 2923 染谷 英樹/染谷 林太朗 ソメヤ ヒデキ/ソメヤ リンタロウ 0:13:29 0:13:07

88 3035 青木 直哉/青木 柑菜/青木 遥菜 アオキ ナオヤ/アオキ カンナ/アオキ ハルナ 0:13:35 0:13:18

89 3000 松澤 紗織/松澤 和葵 マツザワ サオリ/マツザワ カズキ 0:13:36 0:13:12

90 2825 岩佐 隆広/岩佐 凌真 イワサ タカヒロ/イワサ リョウマ 0:13:39 0:13:24

91 3062 新間 博/新間 琴羽/新間 奏心 ニイマ ヒロシ/ニイマ コトハ/ニイマ カフト 0:13:40 0:13:36

92 2870 桐生 寛之/桐生 睦之 キリュウ ヒロユキ/キリュウ トモユキ 0:13:41 0:13:23

93 2877 此上 一也/此上 晴 コノウエ カズヤ/コノウエ ハル 0:13:41 0:13:32

94 2804 青木 弓子/青木 結 アオキ ユミコ/アオキ ユン 0:13:43 0:13:34

95 3017 森 健一/森 康咲 モリ ケンイチ/モリ コウサク 0:13:44 0:13:32

96 3013 宮本 優祐/宮本 創太 ミヤモト ユウスケ/ミヤモト ソウタ 0:13:45 0:13:40

97 2911 鈴木 清宣/鈴木 沙優 スズキ キヨノリ/スズキ サユ 0:13:46 0:13:28

98 2987 東 優妃/東 怜花 ヒガシ ユウキ/ヒガシ レイカ 0:13:47 0:13:28

99 3078 坂巻 聡信/坂巻 由美子/坂巻 咲里/坂巻 明子 サカマキ トシノブ/サカマキ ユミコ/サカマキ エミリ/サカマキ アカネ 0:13:49 0:13:38

100 2912 鈴木 智/鈴木 初菜 スズキ サトシ/スズキ ハナ 0:13:49 0:13:44

101 2846 落石 真紀/落石 雅人 オチイシ マキ/オチイシ マサト 0:13:53 0:13:42

102 2942 種邑 江里/種邑 紗奈 タネムラ エリ/タネムラ サナ 0:13:53 0:13:45

103 2909 鈴木 彩子/鈴木 楓 スズキ アヤコ/スズキ カエデ 0:13:56 0:13:52

104 3028 吉田 信/吉田 美結 ヨシダ マコト/ヨシダ ミユ 0:14:00 0:13:41

105 3054 齋藤 仁美/齋藤 貫太/齋藤 廉太 サイトウ ヒトミ/サイトウ カンタ/サイトウ レンタ 0:14:02 0:13:32

106 2935 竹本 光/竹本 慧 タケモト ヒカル/タケモト サトル 0:14:02 0:13:54

107 2925 髙倉 真由美/髙倉 咲那 タカクラ マユミ/タカクラ サナ 0:14:03 0:13:54

108 2801 相星 隼平/相星 慶太 アイホシ ジュンペイ/アイホシ ケイタ 0:14:06 0:13:41

109 3045 岡田 行正/岡田 美樹/岡田 行央 オカダ ユキマサ/オカダ ミキ/オカダ ユキチカ 0:14:07 0:13:42

110 3075 伊藤 潤一/伊藤 あゆみ/伊藤 希海/伊藤 拓海 イトウ ジュンイチ/イトウ アユミ/イトウ ノゾミ/イトウ タクミ 0:14:08 0:14:00

111 2902 清水 あゆ美/清水 陸哉 シミズ アユミ/シミズ リクヤ 0:14:11 0:13:47

112 2959 中川 雄介/中川 葵太朗 ナカガワ ユウスケ/ナカガワ オウタロウ 0:14:12 0:13:53

113 2824 稲岡 和也/稲岡 あかり イナオカ カズヤ/イナオカ アカリ 0:14:14 0:14:04

114 2934 竹林 忠邦/竹林 慶登 タケバヤシ タダクニ/タケバヤシ ケイト 0:14:16 0:14:10

115 2924 大藤 和彦/大藤 拓真 ダイトウ カズヒコ/ダイトウ タクマ 0:14:17 0:13:58

116 2803 青木 一人/青木 颯真 アオキ カズト/アオキ ソウマ 0:14:23 0:13:52

117 2882 斉藤 克也/斉藤 至恩 サイトウ カツヤ/サイトウ シオン 0:14:24 0:14:05

118 3051 喜多 憲司/喜多 彩海/喜多 海友 キタ ケンジ/キタ アミ/キタ カイト 0:14:26 0:14:24

119 2997 松浦 愛子/松浦 那由他 マツウラ アイコ/マツウラ ナユタ 0:14:27 0:14:10

120 3044 海老原 純平/海老原 李音/海老原 佑吏 エビハラ ジュンペイ/エビハラ リオト/エビハラ ユウリ 0:14:27 0:13:59

121 2954 徳原 直紀/徳原 光紀 トクハラ ナオキ/トクハラ コウキ 0:14:30 0:14:12

122 2818 飯村 香織/飯村 愛瑠 イイムラ カオリ/イイムラ アイル 0:14:32 0:14:28

123 2834 大久保 智巳/大久保 惺那 オオクボ トモミ/オオクボ セナ 0:14:33 0:14:27

124 3049 壁谷 美穂/壁谷 紗代子/壁谷 樹 カベヤ ミホ/カベヤ サヨコ/カベヤ イツキ 0:14:35 0:14:21

125 2970 成田 浩行/成田 悠人 ナリタ ヒロユキ/ナリタ ハルト 0:14:38 0:14:07

126 2884 坂巻 みどり/坂巻 晴哉 サカマキ ミドリ/サカマキ セイヤ 0:14:39 0:14:24
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127 3038 石塚 浩行/石塚 明莉/石塚 結衣 イシツカ ヒロユキ/イシツカ アカリ/イシツカ ユイ 0:14:39 0:14:30

128 2981 箱石 健太/箱石 いち子 ハコイシ ケンタ/ハコイシ イチコ 0:14:39 0:14:19

129 2809 安西 恵吾/安西 里依紗 アンザイ ケイゴ/アンザイ リイサ 0:14:40 0:14:27

130 2881 小林 麻衣子/小林 佳世 コバヤシ マイコ/コバヤシ カヨ 0:14:43 0:14:37

131 2852 掛札 由佳子/掛札 尚杜 カケフダ ユカコ/カケフダ ナオト 0:14:47 0:14:38

132 3004 三芝 浩美/安西 有里紗 ミシバ ヒロミ/アンザイ アリサ 0:14:47 0:14:35

133 3068 村山 雄介/村山 清太/村山 紘平 ムラヤマ ユウスケ/ムラヤマ セイタ/ムラヤマ コウヘイ 0:14:48 0:14:23

134 2933 武中 徹/武中 新 タケナカ トオル/タケナカ アラタ 0:14:49 0:14:21

135 2921 関根 千智/関根 湊 セキネ チサト/セキネ ミナト 0:14:51 0:14:32

136 2819 井川 梢/井川 岳琉 イカワ コズエ/イカワ タケル 0:14:54 0:14:51

137 2976 野島 昌子/野島 嵩矢 ノジマ マサコ/ノジマ タカヤ 0:14:56 0:14:46

138 2853 柏酒 美友紀/柏酒 萌々花 カシワザケ ミユキ/カシワザケ モモカ 0:14:57 0:14:52

139 2849 面川 陽子/面川 咲太 オモカワ ヨウコ/オモカワ ショウタ 0:15:00 0:14:33

140 3033 渡辺 敏行/渡辺 葉月 ワタナベ トシユキ/ワタナベ ハヅキ 0:15:01

141 2806 阿部 貴子/阿部 栞奈 アベ タカコ/アベ カンナ 0:15:03 0:14:49

142 2820 石塚 幸恵/石塚 幸芽 イシツカ ユキエ/イシツカ コウメ 0:15:03 0:14:55

143 2885 坂本 奈津美/坂本 亜門 サカモト ナツミ/サカモト アモン 0:15:03 0:14:59

144 3083 古田 宗典/古田 真理/古田 典史/古田 恵理 フルタ ムネノリ/フルタ マリ/フルタ ノリフミ/フルタ エリ 0:15:06 0:14:54

145 2883 齊藤 誠治/齊藤 百々花 サイトウ セイジ/サイトウ モモカ 0:15:08 0:14:46

146 2859 金田 啓戸/金田 明莉 カネタ ケイコ/カネタ アカリ 0:15:21 0:15:13

147 2991 藤森 大嗣/藤森 結海 フジモリ ヒロツグ/フジモリ ユウナ 0:15:21 0:14:49

148 3019 安井 崇/安井 そな ヤスイ ソウ/ヤスイ ソナ 0:15:21 0:14:52

149 2887 櫻井 鮎子/櫻井 晄隆 サクライ アユコ/サクライ アキタカ 0:15:23 0:15:15

150 2888 佐々木 奈穂美/佐々木 彩葉 ササキ ナオミ/ササキ イロハ 0:15:24 0:15:05

151 2968 中山 雄平/中山 翔稀 ナカヤマ ユウヘイ/ナカヤマ ショウキ 0:15:28 0:15:02

152 2904 新屋 美歩/新屋 糸千果 シンヤ ミホ/シンヤ イチカ 0:15:31 0:15:21

153 2938 田中 祥子/田中 結菜 タナカ ショウコ/タナカ ユイナ 0:15:31 0:15:04

154 3053 小林 卓示/小林 叶歩/小林 千紗 コバヤシ タクジ/コバヤシ カナホ/コバヤシ チサ 0:15:37 0:15:13

155 2916 鈴木 恵/鈴木 環菜 スズキ メグミ/スズキ カンナ 0:15:38 0:15:32

156 2990 藤田 智弘/藤田 怜 フジタ トモヒロ/フジタ レン 0:15:38 0:15:31

157 2867 蒲原 礼人/蒲原 音葉 カンバラ レイト/カンバラ オトハ 0:15:38 0:15:06

158 2816 飯塚 徹/飯塚 祢心 イイツカ トオル/イイツカ ネネ 0:15:40 0:15:25

159 2899 柴﨑 裕子/柴﨑 百合子 シバサキ ユウコ/シバサキ ユリコ 0:15:41 0:15:25

160 2812 飯泉 初美/飯泉 勇和 イイズミ ハツミ/イイズミ ユウワ 0:15:41 0:15:18

161 2827 植本 雄司/植本 ゆず ウエモト ユウジ/ウエモト ユズ 0:15:42 0:15:16

162 3064 松矢 高広/松矢 香理/松矢 敦輝 マツヤ タカヒロ/マツヤ カオリ/マツヤ アツキ 0:15:43 0:15:04

163 2843 緒方 敏幸/緒方 春匡 オガタ トシユキ/オガタ ハルオミ 0:15:44 0:15:18

164 2972 錦織 典子/錦織 悠樹 ニシゴリ ノリコ/ニシゴリ ユウキ 0:15:44 0:15:30

165 2974 根本 あや/根本 怜 ネモト アヤ/ネモト レイ 0:15:44 0:15:36

166 2922 関根 桃子/関根 瑛太郎 セキネ モモコ/セキネ エイタロウ 0:15:46 0:15:31

167 3082 中島 直史/中島 美紀/中島 慶人/中島 礼乃 ナカジマ ナオフミ/ナカジマ ミキ/ナカジマ ヨシト/ナカジマ アヤノ 0:15:46 0:15:20

168 2858 金子 理英/金子 心咲 カネコ リエ/カネコ ミサキ 0:15:48 0:15:34
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169 3027 横山 奈津子/横山 紗衣 ヨコヤマ ナツコ/ヨコヤマ サエ 0:15:48 0:15:39

170 2910 鈴木 克幸/鈴木 陽菜 スズキ カツユキ/スズキ ヒナ 0:15:48 0:15:41

171 2821 磯﨑 保彦/磯﨑 蒼太 イソザキ ヤスヒコ/イソザキ ソウタ 0:15:49 0:15:28

172 2939 田中 英明/田中 岳 タナカ ヒデアキ/タナカ ガク 0:15:52 0:15:28

173 3007 宮川 博太郎/宮川 梨花 ミヤガワ ヒロタロウ/ミヤガワ リンカ 0:15:56 0:15:39

174 2999 松崎 彰吾/大貫 心也 マツザキ ショウゴ/オオヌキ シンヤ 0:15:56 0:15:50

175 2893 佐藤 奈央子/佐藤 丈馬 サトウ ナオコ/サトウ ジョウマ 0:16:00 0:15:40

176 2955 戸倉 真知子/戸倉 結希 トクラ マチコ/トクラ ユウキ 0:16:00 0:15:37

177 2901 島田 武史/島田 美來 シマダ タケシ/シマダ ミク 0:16:01 0:15:37

178 2856 金子 真吾/金子 奈由 カネコ シンゴ/カネコ ナユ 0:16:02 0:15:41

179 2871 熊田 由香/熊田 櫂斗 クマダ ユカ/クマダ カイト 0:16:06 0:15:55

180 2907 菅原 尚/菅原 怜夏 スガワラ ヒサシ/スガワラ レナ 0:16:08 0:15:58

181 2822 伊丹 保彦/伊丹 幸樹 イタミ ヤスヒコ/イタミ コウキ 0:16:09 0:15:31

182 2850 折田 美恵/折田 向佑 オリタ ミエ/オリタ コウスケ 0:16:15 0:15:58

183 2840 大矢場 仁史/大矢場 一樹 オオヤバ ヒトシ/オオヤバ イツキ 0:16:18 0:15:49

184 2915 鈴木 雅也/鈴木 晴也 スズキ マサヤ/スズキ ハルヤ 0:16:18 0:16:15

185 2833 王 亮/王 光義 オウ リョウ/オウ コウギ 0:16:24 0:16:14

186 2869 木下 芽久美/木下 寧々 キノシタ メグミ/キノシタ ネネ 0:16:24 0:15:59

187 3010 宮田 さおり/宮田 陽太 ミヤタ サオリ/ミヤタ ハルタ 0:16:26 0:16:07

188 3063 細谷 賢太郎/細谷 葉㮈/細谷 倖来 ホソヤ ケンタロウ/ホソヤ ハナ/コウダ サク 0:16:27 0:15:58

189 2969 那須 誠/那須 龍成 ナス マコト/ナス リュウセイ 0:16:32 0:16:14

190 2914 鈴木 寛子/鈴木 悠馬 スズキ ヒロコ/スズキ ユウマ 0:16:35 0:16:12

191 2952 鶴見 裕美/鶴見 遥 ツルミ ユミ/ツルミ ハルカ 0:16:36 0:16:28

192 2945 田村 暁子/田村 優月 タムラ アキコ/タムラ ユヅキ 0:16:36 0:16:13

193 3055 敷島 大慈/敷島 琉貴/敷島 璃空 シキシマ ダイジ/シキシマ リュウキ/シキシマ リク 0:16:37 0:16:17

194 3079 島田 恭利 /島田 友紀/島田 莉央/島田 玲奈 シマダ ヤストシ/シマダ ユキ/シマダ リオ/シマダ レイナ 0:16:41 0:16:26

195 3022 矢作 孝之/矢作 吏玖斗 ヤハギ タカユキ/ヤハギ リクト 0:16:50 0:16:30

196 3057 新垣 竜也/新垣 琉飛/新垣 陽葵 シンガキ タツヤ/シンガキ リュウト/シンガキ ヒマリ 0:16:50 0:16:34

197 2930 竹河 幸子/竹河 汐音 タケカワ サチコ/タケカワ シオン 0:16:53 0:16:36

198 2829 江崎 美絵/江崎 礼奈 エザキ ミエ/エザキ レイナ 0:16:54 0:16:33

199 3059 反町 恭紀/反町 優月/反町 維吹 ソリマチ ヤスキ/ソリマチ ユヅキ/ソリマチ イブキ 0:16:59 0:16:34

200 2900 嶋田 篤史/嶋田 梨希 シマダ アツシ/シマダ リノ 0:17:00 0:16:44

201 2862 川上 剛司/川上 桂司 カワカミ ゴウジ/カワカミ ケイジ 0:17:02 0:16:36

202 2926 高杉 理恵/高杉 優衣 タカスギ リエ/タカスギ ユイ 0:17:02 0:16:53

203 2886 坂本 信子/坂本 花菜 サカモト ノブコ/サカモト ハナ 0:17:04 0:16:41

204 2837 大藤 康弘/大藤 弘翔 オオトウ ヤスヒロ/オオトウ ヒロト 0:17:07 0:16:37

205 2814 飯田 千春/飯田 桜空 イイダ チハル/イイダ サクラ 0:17:10 0:16:54

206 3077 小堀 兼太郎/小堀 渚/小堀 朔成/小堀 栞那 コボリ ケンタロウ/コボリ ナギサ/コボリ サクナリ/コボリ カンナ 0:17:10 0:16:52

207 2982 橋本 泰子/橋本 沙奈 ハシモト ヤスコ/ハシモト サナ 0:17:12 0:16:51

208 2917 鈴木 有紀/鈴木 美紅 スズキ ユキ/スズキ ミク 0:17:15 0:16:52

209 3015 望月 裕美子/望月 圭 モチヅキ ユミコ/モチヅキ ケイ 0:17:16 0:16:57

210 2975 野口 嘉徳/野口 七海 ノグチ ヨシノリ/ノグチ ナナミ 0:17:20 0:17:04
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211 2918 鈴木 由理/鈴木 果穂 スズキ ユリ/スズキ カホ 0:17:20 0:17:09

212 2835 大久保 裕司/大久保 春輝 オオクボ ユウジ/オオクボ ユウジ 0:17:24 0:16:59

213 2891 佐藤 亜理沙/佐藤 源太 サトウ アリサ/サトウ ゲンタ 0:17:36 0:17:08

214 2995 細川 幸希/細川 あかり ホソカワ コウキ/ホソカワ アカリ 0:17:38 0:17:33

215 2943 田端 佑貴/田端 夏帆 タバタ ユキ/タバタ カホ 0:17:40 0:17:11

216 2855 加藤 実/加藤 文乃 カトウ ミノル/カトウ フミノ 0:17:43 0:17:12

217 3080 関 利幸/関 麻衣子/関 琴音/関 蒼介 セキ トシユキ/セキ マイコ/セキ コトネ/セキ ソウスケ 0:17:43 0:17:30

218 2944 田宮 彩/田宮 友渚 タミヤ アヤ/タミヤ ユナ 0:17:49 0:17:19

219 2828 江頭 雅子/江頭 佑奈 エガシラ マサコ/エガシラ ユナ 0:17:52 0:17:38

220 2936 田代 さとみ/田代 もあ タシロ サトミ/タシロ モア 0:17:53 0:17:44

221 2854 加藤 隆/加藤 陽菜 カトウ タカシ/カトウ ハルナ 0:17:53 0:17:31

222 2842 岡田 幸代/岡田 蓮叶 オカダ サチヨ/オカダ レント 0:17:54 0:17:37

223 2857 金子 千尋/金子 美和 カネコ チヒロ/カネコ ミワ 0:18:03 0:17:47

224 3048 兼末 綾子/兼末 光/兼末 駈 カネスエ アヤコ/カネスエ ヒカル/カネスエ カケル 0:18:14 0:18:09

225 3043 浦田 勇志/浦田 永愛/浦田 志輝 ウラタ ユウシ/ウラタ エチカ/ウラタ シキ 0:18:15 0:17:57

226 3046 岡野 美喜子/石丸 眞雪/岡田 彩未 オカノ ミキコ/イシマル マユキ/オカタ アヤミ 0:18:16 0:17:54

227 3020 安井 尚子/安井 航史 ヤスイ ナオコ/ヤスイ コウシ 0:18:18 0:17:49

228 2977 野々山 一彦/野々山 蒼 ノノヤマ カズヒコ/ノノヤマ アオイ 0:18:25 0:18:13

229 3052 栗林 盛吾/栗林 拓磨/栗林 藍 クリバヤシ セイゴ/クリバヤシ タクマ/クリバヤシ アイ 0:18:27 0:17:57

230 2889 佐々木 秀雄/佐々木 蒼悟 ササキ ヒデオ/ササキ ソウゴ 0:18:31 0:18:11

231 2890 佐々木 広子/佐々木 広嗣 ササキ ヒロコ/ササキ ヒロツグ 0:18:32 0:18:02

232 3074 飯村 香名/飯村 昌宏/飯村 瑛斗/飯村 悠人 イイムラ カナ/イイムラ マサヒロ/イイムラ エイト/イイムラ ユウト 0:18:44 0:15:18

233 2927 髙橋 陽子/髙橋 凜 タカハシ ヨウコ/タカハシ リン 0:18:51 0:18:43

234 2937 立野 祐允/立野 颯一 タテノ ユウスケ/タテノ ハヤト 0:18:55 0:18:51

235 3005 皆葉 寿美恵/皆葉 蒼悟 ミナバ スミエ/ミナバ ソウゴ 0:18:56 0:18:44

236 3014 武藤 裕重/武藤 陽香 ムトウ ヤスシゲ/ムトウ ハルカ 0:19:00 0:18:32

237 3026 横山 修平/横山 一輝 ヨコヤマ シュウヘイ/ヨコヤマ カズキ 0:19:11 0:18:51

238 2802 青木 あかり/青木 紗瑛 アオキ アカリ/アオキ サエ 0:19:15 0:19:05

239 3003 丸山 智嗣/丸山 琉成 マルヤマ サトシ/マルヤマ リュウセイ 0:19:21 0:18:59

240 3009 三宅 眞/三宅 結仁 ミヤケ マコト/ミヤケ ユイト 0:19:22 0:18:59

241 2965 中野 正一/中野 日奈多 ナカノ ショウイチ/ナカノ ヒナタ 0:19:25 0:18:57

242 2951 鶴田 慎太郎/鶴田 大樹 ツルダ シンタロウ/ツルダ ヒロキ 0:19:46 0:19:38

243 3039 伊藤 麻衣/伊藤 佳央/伊藤 央佑 イトウ マイ/イトウ ヨシオ/イトウ オウスケ 0:19:51 0:19:23

244 3071 渡辺 彩/仲尾 俊宏/渡辺 圭人 ワタナベ アヤ/ナカオ トシヒロ/ワタナベ ケイト 0:19:57 0:19:41

245 2826 植田 一平/植田 悠翔 ウエダ イッペイ/ウエダ ハルト 0:20:31 0:19:57

246 3066 宗形 直樹/宗形 この/宗形 海杜 ムナカタ ナオキ/ムナカタ コノ/ムナカタ カイト 0:20:51 0:20:43

247 2948 塚辺 弘隆/塚辺 結衣 ツカベ ヒロタカ/ツカベ ユイ 0:21:12 0:20:54

248 3056 地引 綾/地引 宏和/地引 陽斗 ジビキ アヤ/ジビキ ヒロカズ/ジビキ ハルト 0:21:20 0:20:44

249 2928 高橋 良輔/高橋 祥平 タカハシ リョウスケ/タカハシ ショウヘイ 0:21:44 0:21:11

250 3050 菊池 亜里沙/菊池 紗佑希/菊池 奏吾 キクチ アリサ/キクチ サユキ/キクチ ソウゴ 0:22:41 0:22:17

251 2836 太田 敦士/太田 瑛貴 オオタ アツシ/オオタ エイキ 0:23:18 0:22:45

252 2860 鎌田 育子/鎌田 遥真 カマダ イクコ/カマダ ハルマ 0:23:49 0:23:24
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253 3001 松本 七菜子/松本 芽依 マツモト ナナコ/マツモト メイ 0:24:41 0:24:02

254 3012 宮本 瞳/宮本 結 ミヤモト ヒトミ/ミヤモト ユイ 0:26:41 0:26:31

255 3037 池田 竜也/池田 詩織/池田 詩 イケダ タツヤ/イケダ シオリ/イケダ ウタ 0:26:58 0:22:58

256 3069 箭内 聖司/箭内 理冴/箭内 早良 ヤナイ セイジ/ヤナイ リサ/ヤナイ サラ 0:28:00 0:27:27

257 3008 三宅 史浩/三宅 莉佳 ミヤケ フミヒロ/ミヤケ リカ 0:28:00 0:27:38

258 2878 小林 京子/小林 禾奈 コバヤシ キョウコ/コバヤシ カナ 0:32:37 0:31:59

259 2879 小林 憲/小林 滉季 コバヤシ ケン/コバヤシ コウキ 0:32:42 0:32:05


