
順位 № 氏名（漢字） 氏名（カナ） 記録

1 7010 高柴 玲央/高柴 暖 ﾀｶｼﾊﾞ ﾚｵ/ﾀｶｼﾊﾞ ﾀﾞﾝ 0:05:17

2 7065 有村 貴吏/有村 元翔 ｱﾘﾑﾗ ﾀｶｼ/ｱﾘﾑﾗ ｹﾞﾝﾄ 0:05:45

3 7085 高橋 要/高橋 脩 ﾀｶﾊｼ ｶﾅﾒ/ﾀｶﾊｼ ｼｭｳ 0:05:49

4 7053 渡邊 友明/渡邊 樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 0:05:57

5 9502 塚本 健介/塚本 彩巴 ﾂｶﾓﾄ ｹﾝｽｹ/ﾂｶﾓﾄ ｲﾛﾊ 0:05:58

6 7024 佐藤 幸司/佐藤 一武貴 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ/ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 0:05:59

7 7051 小田嶋 佑樹/小田嶋 駿典 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳｷ/ｵﾀﾞｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 0:06:12

8 7095 高橋 豊/高橋 朝陽 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ/ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 0:06:15

9 7045 犬竹 佳久/犬竹 凌椰 ｲﾇﾀｹ ﾖｼﾋｻ/ｲﾇﾀｹ ﾘｮｳﾔ 0:06:24

10 7035 石川 聡/石川 正広 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ/ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 0:06:25

11 7036 加藤 直人/加藤 珠稀 ｶﾄｳ ﾅｵﾄ/ｶﾄｳ ﾀﾏｷ 0:06:29

12 7018 小倉 正裕/小倉 裕樹 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ/ｵｸﾞﾗ ﾋﾛｷ 0:06:36

13 7097 臼井 正裕/臼井 貴義 ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ/ｳｽｲ ﾀｶﾖｼ 0:06:37

14 7096 有川 省吾/有川 雪菜 ｱﾘｶﾜ ｼｮｳｺﾞ/ｱﾘｶﾜ ﾕｷﾅ 0:06:47

15 9013 中村 裕美/中村 稀菜 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ/ﾅｶﾑﾗ ｷﾅ 0:06:54

16 7043 八重樫 穂高/八重樫 莉歩 ﾔｴｶﾞｼ ﾎﾀﾞｶ/ﾔｴｶﾞｼ ﾘﾎ 0:06:55

17 7068 松田 絢也/松田 英幸 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ/ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 0:07:01

18 7108 加藤 圭介/加藤 寛人 ｶﾄｳ ｹｲｽｹ/ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 0:07:06

19 7052 小田嶋 裕子/小田嶋 美奈 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳｺ/ｵﾀﾞｼﾏ ﾐﾅ 0:07:14

20 7100 昆 祐記/昆 結人 ｺﾝ ﾕｳｷ/ｺﾝ ﾕｲﾄ 0:07:23

21 7099 遠藤 孝博/遠藤 凱生 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ/ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲｾｲ 0:07:29

22 7073 中崎 雄介/中崎 水結 ﾅｶｻﾞｷ ﾕｳｽｹ/ﾅｶｻﾞｷ ﾐﾕ 0:07:37

23 7029 朝倉 敬済/朝倉 光軌 ｱｻｸﾗ ﾀｶｽﾞﾐ/ｱｻｸﾗ ｺｳｷ 0:07:41

24 7049 小高 奈央/小高 弦 ｺﾀｶ ﾅｵ/ｺﾀｶ ｹﾞﾝ 0:07:42

25 7107 相澤 隆弘/相澤 心晴 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ/ｱｲｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 0:07:46

26 9503 後藤 英一/後藤 僚介 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ/ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 0:07:46

27 7016 芹澤 英恵/芹澤 総悟 ｾﾘｻﾞﾜ ﾊﾅｴ/ｾﾘｻﾞﾜ ｿｳｺﾞ 0:07:51

28 9501 長島 博之/長島 実希 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛﾕｷ/ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾂｷ 0:07:52

29 7104 藤井 弾/藤井 太希 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞﾝ/ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ 0:07:53

30 7081 鈴木 洋平/鈴木 智晴 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ/ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 0:07:53

31 7054 櫻井 真悠/櫻井 薫 ｻｸﾗｲ ﾏﾕｳ/ｻｸﾗｲ ｶｵﾙ 0:07:54
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32 7089 高木 裕介/高木 遥 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｽｹ/ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 0:07:55

33 7030 町田 真美/町田 大和 ﾏﾁﾀﾞ ﾏﾐ/ﾏﾁﾀﾞ ﾔﾏﾄ 0:08:02

34 7050 小川 勉/小川 睦毅 ｵｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ/ｵｶﾞﾜ ﾑﾂｷ 0:08:06

35 7059 村上 幸男/村上 紘斗 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷｵ/ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾄ 0:08:12

36 7070 石黒 レナ/石黒 奏 ｲｼｸﾞﾛ ﾚﾅ/ｲｼｸﾞﾛ ｶﾅ 0:08:14

37 7038 金光 美穂/金光 桃子 ｶﾅﾐﾂ ﾐﾎ/ｶﾅﾐﾂ ﾓﾓｺ 0:08:20

38 7101 鈴木 一平/鈴木 陽子 ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ/ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 0:08:22

39 7063 飯島 加奈子/飯島 恵生 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅｺ/ｲｲｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ 0:08:24

40 7062 八重樫 咲子/八重樫 佳歩 ﾔｴｶﾞｼ ｻｷｺ/ﾔｴｶﾞｼ ｶﾎ 0:08:36

41 7067 小林 浩行/小林 陽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ/ｺﾊﾞﾔｼ ｱｻﾋ 0:08:36

42 7034 西田 雅俊/西田 菜乃花 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾄｼ/ﾆｼﾀﾞ ﾅﾉｶ 0:08:40

43 7047 河内 美穂/河内 夢翔 ｶﾜｳﾁ ﾐﾎ/ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾄ 0:08:40

44 7061 田内 淳子/田内 詩華 ﾀｳﾁ ｼﾞｭﾝｺ/ﾀｳﾁ ｺﾄﾊ 0:08:44

45 7019 池谷 春香/池谷 桜来 ｲｹﾔ ﾊﾙｶ/ｲｹﾔ ｻｸﾗ 0:08:49

46 9012 松本 加奈/松本 花穂 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ/ﾏﾂﾓﾄ ｶﾎ 0:09:02

47 7082 奥村 弘太郎/奥村 ふみ ｵｸﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ/ｵｸﾑﾗ ﾌﾐ 0:09:05

48 7040 石川 真紀子/石川 俊之 ｲｼｶﾜ ﾏｷｺ/ｲｼｶﾜ ﾄｼﾕｷ 0:09:05

49 7013 田中 健太郎/田中 千陽 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ/ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 0:09:06

50 7109 池田 早苗/宇戸田 秋彩 ｲｹﾀﾞ ｻﾅｴ/ｳﾄﾀﾞ ﾄｱ 0:09:07

51 7031 藤田 沙織/藤田 珠緒 ﾌｼﾞﾀ ｻｵﾘ/ﾌｼﾞﾀ ﾐｵ 0:09:08

52 7057 笹本 純/笹本 奏汰 ｻｻﾓﾄ ｼﾞｭﾝ/ｻｻﾓﾄ ｶﾅﾀ 0:09:14

53 7007 徳山 晴香/仙石 千陽 ﾄｸﾔﾏ ﾊﾙｶ/ｾﾝｺﾞｸ ﾁｱｷ 0:09:15

54 7017 佐藤 亮太/佐藤 万音 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ/ｻﾄｳ ﾏｵﾄ 0:09:17

55 7008 内山 裕子/内山 まこ ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｺ/ｳﾁﾔﾏ ﾏｺ 0:09:20

56 7055 澤田 麻子/澤田 櫂 ｻﾜﾀﾞ ｱｻｺ/ｻﾜﾀﾞ ｶｲ 0:09:27

57 7037 宮田 明日香/宮田 丈 ﾐﾔﾀ ｱｽｶ/ﾐﾔﾀ ｼﾞｮｳ 0:09:28

58 7042 島田 達也/島田 雄太郎 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ/ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 0:09:28

59 7106 浦田 幸雄/浦田 雄輔 ｳﾗﾀ ﾕｷｵ/ｳﾗﾀ ﾕｳｽｹ 0:09:29

60 7005 岩本 萌/岩本 和真 ｲﾜﾓﾄ ﾓｴ/ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 0:09:29

61 7048 高橋 拓也/高橋 宗太郎 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ/ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀﾛｳ 0:09:31

62 7084 菊地 亮太/菊地 泰輔 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ/ｷｸﾁ ﾀｲｽｹ 0:09:38
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63 7014 吉川 由紀子/吉川 達基 ﾖｼｶﾜ ﾕｷｺ/ﾖｼｶﾜ ﾀﾂｷ 0:09:43

64 7072 竹内 文恵/安 紗英 ﾀｹｳﾁ ﾌﾐｴ/ｱﾝ ｻｴ 0:09:45

65 7079 米村 薫/米村 悠 ﾖﾈﾑﾗ ｶｵﾙ/ﾖﾈﾑﾗ ﾊﾙｶ 0:09:48

66 7074 中﨑 結花/中﨑 茉結 ﾅｶｻﾞｷ ﾕｶ/ﾅｶｻﾞｷ ﾏﾕ 0:09:50

67 7056 加藤 善弘/加藤 遼大 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ/ｶﾄｳ ﾊﾙﾋﾛ 0:09:53

68 7066 四宮 恵美/四宮 惟月 ｼﾉﾐﾔ ﾒｸﾞﾐ/ｼﾉﾐﾔ ｲﾂﾞｷ 0:09:59

69 7022 田部 聡子/田部 弦汰 ﾀﾍﾞ ｻﾄｺ/ﾀﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ 0:10:07

70 7078 島田 裕美/島田 大輝 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ/ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 0:10:11

71 7069 松田 園子/松田 俊雄 ﾏﾂﾀﾞ ｿﾉｺ/ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼｵ 0:10:17

72 7004 矢吹 工/矢吹 優茉 ﾔﾌﾞｷ ﾀｸﾐ/ﾔﾌﾞｷ ﾕﾏ 0:10:21

73 7060 中村 和正/中村 朱里 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ/ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 0:10:36

74 7094 野町 修平/野町 時生 ﾉﾏﾁ ｼｭｳﾍｲ/ﾉﾏﾁ ﾄｷｵ 0:10:36

75 7012 大島 浩輔/大島 咲太郎 ｵｵｼﾏ ｺｳｽｹ/ｵｵｼﾏ ｻｸﾀﾛ 0:10:37

76 7015 芹沢 健一/芹澤 志乃 ｾﾘｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ/ｾﾘｻﾞﾜ ｼﾉ 0:10:46

77 7083 加藤 利久/加藤 翔 ｶﾄｳ ﾄｼﾋｻ/ｶﾄｳ ｼｮｳ 0:10:50

78 7088 高山 寿子/高山 蒼都 ﾀｶﾔﾏ ﾋｻｺ/ﾀｶﾔﾏ ｱｵﾄ 0:10:57

79 7001 坂田 知代/坂田 杏來 ｻｶﾀ ﾄﾓﾖ/ｻｶﾀ ｱｽﾞｷ 0:10:58

80 7105 國田 康司/國田 康斗 ｸﾆﾀ ﾔｽｼ/ｸﾆﾀ ｺｳﾄ 0:11:06

81 7032 遠藤 里子/遠藤 司 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｺ/ｴﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ 0:11:09

82 7011 西田 ひかる/西田 芽生 ﾆｼﾀﾞ ﾋｶﾙ/ﾆｼﾀﾞ ﾒｲ 0:11:13

83 7080 鈴木 かおる/鈴木 駿 ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ/ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ 0:11:30

84 7006 周 真優/周 和助 ｼｭｳ ﾏﾕ/ｼｭｳ ﾖﾘｽｹ 0:11:35

85 7039 高橋 杏子/高橋 日南子 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｺ/ﾀｶﾊｼ ﾋﾅｺ 0:11:39

86 7002 溝口 みなみ/溝口 隼人 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ/ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 0:11:44

87 7102 江口 ゆかり/江口 詠葉 ｴｸﾞﾁ ﾕｶﾘ/ｴｸﾞﾁ ｳﾀﾊ 0:11:47

88 7092 鈴木 裕美/鈴木 淳平 ｽｽﾞｷ ﾕﾐ/ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 0:11:52

89 7028 石本 小百合/石本 光 ｲｼﾓﾄ ｻﾕﾘ/ｲｼﾓﾄ ﾋｶﾙ 0:11:57

90 7026 山田 真紗美/山田 太揮 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ/ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 0:13:21

91 7009 菊池 紗智/菊池 縁 ｷｸﾁ ｻﾁ/ｷｸﾁ ｴﾝ 0:13:24

92 7046 加藤 恵美/加藤 美桜 ｶﾄｳ ｴﾐ/ｶﾄｳ ﾐｵ 0:13:43

93 7064 木村 富久美/木村 優美加 ｷﾑﾗ ﾌｸﾐ/ｷﾑﾗ ﾕﾐｶ 0:13:44
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94 7091 南 智好/南 好志朗 ﾐﾅﾐ ﾁﾖｼ/ﾐﾅﾐ ｺｳｼﾛｳ 0:22:16

DNS 7003 髙橋 奈穂/髙橋 旺大朗 ﾀｶﾊｼ ﾅﾎ/ﾀｶﾊｼ ｵｳﾀﾛｳ

DNS 7020 中島 大介/中島 葉梛 ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ/ﾅｶｼﾏ ﾊﾅ

DNS 7023 菊地 綾子/菊地 藍子 ｷｸﾁ ｱﾔｺ/ｷｸﾁ ｱｲｺ

DNS 7025 山田 康太/山田 陽 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ/ﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾘ

DNS 7033 山下 毅/山下 大輝 ﾔﾏｼﾀ ﾀｹｼ/ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｷ

DNS 7041 石川 奈美/石川 瑠美 ｲｼｶﾜ ﾅﾐ/ｲｼｶﾜ ﾙﾐ

DNS 7044 鈴木 愛子/鈴木 美咲 ｽｽﾞｷ ｱｲｺ/ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ

DNS 7058 山田 瞳/山田 麟太郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ/ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

DNS 7071 大町 智美/大町 汐莉 ｵｵﾏﾁ ﾄﾓﾐ/ｵｵﾏﾁ ｼｵﾘ

DNS 7075 鶴野 麻衣/鶴野 慶太 ﾂﾙﾉ ﾏｲ/ﾂﾙﾉ ｹｲﾀ

DNS 7076 内田 真美子/内田 大翔 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾐｺ/ｳﾁﾀﾞ ﾔﾏﾄ

DNS 7077 山田 学/山田 紘仁郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ/ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ

DNS 7087 脇坂 留美子/脇坂 諒晟 ﾜｷｻｶ ﾙﾐｺ/ﾜｷｻｶ ﾘｮｳｾｲ

DNS 7090 中村 健一郎/中村 莞晴 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ/ﾅｶﾑﾗ ｶﾝｾｲ

DNS 7093 室田 真美子/室田 快人 ﾑﾛﾀ ﾏﾐｺ/ﾑﾛﾀ ｶｲﾄ

DNS 7098 鶴野 敬文/鶴野 諒太 ﾂﾙﾉ ﾀｶﾌﾐ/ﾂﾙﾉ ﾘｮｳﾀ

DNS 7103 赤羽 健一/赤羽 勇樹 ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ/ｱｶﾊﾈ ﾕｳｷ

DNS 7110 木下 茂/木下 悠人 ｷﾉｼﾀ ｼｹﾞﾙ/ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾄ

DNS 7112
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