
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 7028 佐藤 信二／佐藤 颯信 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ/ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾝ 0:04:48 0:04:46

2 7052 大瀧篤志／大瀧 太凱 ｵｵﾀｷ ｱﾂｼ/ｵｵﾀｷ ﾀｲｶﾞ 0:04:54 0:04:52

3 7036 水村 光／水村 早織 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾋｶﾙ/ﾐｽﾞﾑﾗ ｻｵﾘ 0:05:25 0:05:23

4 7014 有村 貴吏／有村 元翔 ｱﾘﾑﾗ ﾀｶｼ/ｱﾘﾑﾗ ｹﾞﾝﾄ 0:05:32 0:05:29

5 7005 亀谷 光弘／亀谷 篤紀 ｶﾒﾔ ﾐﾂﾋﾛ/ｶﾒﾔ ｱﾂｷ 0:05:39 0:05:34

6 7009 中村 真也／中村 和真 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ/ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 0:06:14 0:06:09

7 7008 山本 修也／山本 すみれ ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾔ/ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ 0:06:19 0:06:17

8 7023 松山 弘樹／松山 大真 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ/ﾏﾂﾔﾏ ﾊﾙﾏ 0:06:21 0:06:18

9 7038 酒井 隆男／酒井 花菜 ｻｶｲ ﾀｶｵ/ｻｶｲ ﾊﾅ 0:06:25 0:06:23

10 7018 酒井 健一郎／酒井 智仲生 ｻｶｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ/ｻｶｲ ﾄﾓﾅｵ 0:06:29 0:06:24

11 7049 高橋 一人／高橋 璃音歌 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄ/ﾀｶﾊｼ ﾘﾉｶ 0:06:35 0:06:32

12 7022 染谷 大輔／染谷 大晴 ｿﾒﾔ ﾀﾞｲｽｹ/ｿﾒﾔ ﾀｲｾｲ 0:06:36 0:06:29

13 7026 中嶋 英樹／中嶋 仁菜 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ/ﾅｶｼﾞﾏ ﾆｲﾅ 0:06:36 0:06:32

14 7042 平井 世紀／平井 鈴夏 ﾋﾗｲ ｾｲｷ/ﾋﾗｲ ｽｽﾞﾅ 0:06:42 0:06:38

15 7051 小坂 千尋／小坂 愛美 ｺｻｶ ﾁｽﾞ/ｺｻｶ ｱｲﾐ 0:06:44 0:06:41

16 7053 河上 祐紀／河上 桜太 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｷ/ｶﾜｶﾐ ｵｳﾀ 0:06:53 0:06:47

17 7019 若生 昇太／若生 海斗 ﾜｺｳ ｼｮｳﾀ/ﾜｺｳ ｶｲﾄ 0:06:55 0:06:49

18 7027 齊藤 健太／齊藤 大地 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ/ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 0:06:59 0:06:54

19 7020 齊藤 大蔵／齊藤 蔵之介 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｿﾞｳ/ｻｲﾄｳ ｸﾗﾉｽｹ 0:07:06 0:07:02

20 7016 金井 顕／金井 優杜 ｶﾅｲ ｱｷﾗ/ｶﾅｲ ﾕｳﾄ 0:07:19 0:07:17

21 7024 杉 恵美／杉 隼汰 ｽｷﾞ ｴﾐ/ｽｷﾞ ｼｭﾝﾀ 0:07:19 0:07:17

22 7041 白石 和代／白石 結南 ｼﾗｲｼ ｶｽﾞﾖ/ｼﾗｲｼ ﾕｳﾅ 0:07:19 0:07:14

23 7003 大谷 知江子／大谷 ひなた ｵｵﾀﾆ ﾁｴｺ/ｵｵﾀﾆ ﾋﾅﾀ 0:07:20 0:07:14

24 7017 芳賀 望／芳賀 光一郎 ﾊｶﾞ ﾉｿﾞﾐ/ﾊｶﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 0:07:26 0:07:22

25 7001 藤本 剛士／藤本 直弥 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ/ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ 0:07:30 0:07:26

26 7013 山田 香織／佐藤 直充 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ/ｻﾄｳ ﾅｵﾐﾁ 0:08:00 0:07:52

27 7010 白井 貴之／白井 沙紀 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ/ｼﾗｲ ｻｷ 0:08:03 0:08:01

28 7029 大島 昌利／大島 寛子 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾄｼ/ｵｵｼﾏ ﾋﾛｺ 0:08:05 0:07:56

29 7034 野中 洋平／野中 勇心 ﾉﾅｶ ﾖｳﾍｲ/ﾉﾅｶ ﾕｳｺﾞ 0:08:08 0:08:04

30 7025 杉 富行／杉 祐希 ｽｷﾞ ﾄﾐﾕｷ/ｽｷﾞ ﾕｳｷ 0:08:11 0:08:05

31 7044 知念 和也／知念 夏蓮 ﾁﾈﾝ ｶｽﾞﾔ/ﾁﾈﾝ ｶﾚﾝ 0:08:21 0:08:12

32 7050 伊賀 幹／伊賀 桜 ｲｶﾞ ﾂﾖｼ/ｲｶﾞ ｻｸﾗ 0:08:23 0:08:16

33 7030 大島 善子／大島 令子 ｵｵｼﾏ ﾖｼｺ/ｵｵｼﾏ ﾚｲｺ 0:08:25 0:08:17

34 7048 流 哲平／流 明輝人 ﾅｶﾞﾚ ﾃｯﾍﾟｲ/ﾅｶﾞﾚ ｱｷﾄ 0:08:30 0:08:22

35 7040 澤田 かほり／澤田 義人 ｻﾜﾀﾞ ｶﾎﾘ/ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾄ 0:08:31 0:08:23

36 7002 加藤 純一／加藤 咲良 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ/ｶﾄｳ ｻｸﾗ 0:08:33 0:08:30
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37 7047 武川 桂子／武川 結空 ﾀｹｶﾜ ｹｲｺ/ﾀｹｶﾜ ﾕｱ 0:08:34 0:08:29

38 7006 藤田 晶子／藤田 桜穂 ﾌｼﾞﾀ ｱｷｺ/ﾌｼﾞﾀ ｻﾎ 0:08:39 0:08:33

39 7045 丹羽 耕太郎／丹羽 史織 ﾆﾜ ｺｳﾀﾛｳ/ﾆﾜ ｼｵﾘ 0:08:49 0:08:46

40 7039 関口 優子／関口 礼瑳 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳｺ/ｾｷｸﾞﾁ ﾗｻ 0:08:51 0:08:45

41 7033 長与 智子／長与 竜平 ﾅｶﾞﾖ ﾄﾓｺ/ﾅｶﾞﾖ ﾘｭｳﾍｲ 0:08:54 0:08:45

42 7011 白井 佐知子／白井 統眞 ｼﾗｲ ｻﾁｺ/ｼﾗｲ ﾄｳﾏ 0:09:04 0:09:01

43 7007 藤田 豊／藤田 啓太郎 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾀｶ/ﾌｼﾞﾀ ｹｲﾀﾛｳ 0:09:21 0:09:14

44 7021 中山 弘／中山 詩織 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ/ﾅｶﾔﾏ ｼｵﾘ 0:09:31 0:09:21

45 7055 佐藤圭佑／佐藤 花奏 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ/ｻﾄｳ ｶﾅﾃﾞ 0:09:38 0:09:29

46 7056 蓜島 良和／蓜島 由悠 ﾊｲｼﾞﾏ 0:09:45 0:09:38

47 7035 畠山 知華／畠山 和花 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾁｶ/ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞｶ 0:09:48 0:09:43

48 7015 高橋 正幸／髙橋 詩 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ/ﾀｶﾊｼ ｳﾀ 0:10:09 0:09:59

49 7031 荒井 美加／荒井 稜 ｱﾗｲ ﾐｶ/ｱﾗｲ ﾘｮｳ 0:10:15 0:10:06

50 7004 後藤 健史／後藤 絃羽 ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ/ｺﾞﾄｳ ｲﾄﾊ 0:10:19 0:10:11

51 7043 中嶋 真里／中嶋 洸揮 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾘ/ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｷ 0:10:24 0:10:15

52 7012 笈川 彩子／笈川 杏子 ｵｲｶﾜ ｱﾔｺ/ｵｲｶﾜ ｱﾝｽﾞ 0:10:59 0:10:47

53 7032 花田 諭志／花田 韻 ﾊﾅﾀﾞ ﾕｳｼﾞ/ﾊﾅﾀﾞ ｺﾀﾞﾏ 0:11:37 0:11:31

DNS 7037 西岡 春恵／西岡 桃花 ﾆｼｵｶ ﾊﾙｴ/ﾆｼｵｶ ﾓﾓｶ

DNS 7046 豊田 崇／豊田 一都 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｶｼ/ﾄﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾄ

DNS 7054 杜本友美／杜本 美樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾄﾓﾐ/ﾓﾘﾓﾄ ﾐｷ
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