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1 7103 鈴木 克則／鈴木 良環 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ/ｽｽﾞｷ ﾗｶﾝ 0:05:44

2 7040 手島 啓秀／手島 悠晴 ﾃｼﾏ ﾉﾘﾋﾃﾞ/ﾃｼﾏ ﾕｳｾｲ 0:05:57

3 7002 加藤 健太／加藤 晴人 ｶﾄｳ ｹﾝﾀ/ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ 0:06:03

4 7098 高橋 豊／高橋 朝陽 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ/ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 0:06:04

5 7003 奥松 秀大／奥松 蒼太 ｵｸﾏﾂ ﾋﾃﾞﾉﾘ/ｵｸﾏﾂ ｿｳﾀ 0:06:28

6 7020 渡辺 祐子／渡辺 羽琉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙ 0:06:29

7 7105 塚田 実／塚田 智颯 ﾂｶﾀﾞ ﾐﾉﾙ/ﾂｶﾀﾞ ﾄﾓﾊﾔ 0:06:35

8 7100 臼井 正裕／臼井 貴義 ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ/ｳｽｲ ﾀｶﾖｼ 0:06:35

9 7016 五十嵐 晃／五十嵐 蒼将 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾗ/ｲｶﾞﾗｼ ｿｳｽｹ 0:06:38

10 7104 飯島 晃二／飯島 叶穏 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ/ｲｲｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 0:06:53

11 7056 高野 晃一／高野 佑真 ﾀｶﾉ ｺｳｲﾁ/ﾀｶﾉ ﾕｳﾏ 0:06:54

12 7109 宍戸 和哉／宍戸 陽希 ｼｼﾄﾞ ｶｽﾞﾔ/ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｷ 0:06:59

13 7001 佐藤 涼也／佐藤 海里 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾔ/ｻﾄｳ ｶｲﾘ 0:07:00

14 7019 麻生 信晴／麻生 泰良 ｱｿｳ ﾉﾌﾞﾊﾙ/ｱｿｳ ﾀｲﾗ 0:07:01

15 7062 鈴木 由香利／鈴木 芽 ｽｽﾞｷ ﾕｶﾘ/ｽｽﾞｷ ｲﾌﾞｷ 0:07:07

15 9502 山田 瞳／麟太郎 0:07:07

16 7099 高橋 悟／高橋 陽太 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ/ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾀ 0:07:12

17 7063 大津 理恵／大津 優真 ｵｵﾂ ﾘｴ/ｵｵﾂ ﾕｳﾏ 0:07:13

18 7037 白木 栄次／白木 瑛琉 ｼﾗｷ ｴｲｼﾞ/ｼﾗｷ ｴｲﾙ 0:07:15

19 7068 中川 建太郎／中川 結依理 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ/ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｲﾘ 0:07:15

20 7024 横山 覚／横山 暖 ﾖｺﾔﾏ ｻﾄﾙ/ﾖｺﾔﾏ ﾉﾝ 0:07:15

21 7069 阿部 綾子／阿部 光希 ｱﾍﾞ ｱﾔｺ/ｱﾍﾞ ﾐﾂｷ 0:07:20

22 7043 東 洋行／東 蒼真 ﾋｶﾞｼ ﾋﾛﾕｷ/ﾋｶﾞｼ ｿｳﾏ 0:07:21

23 7060 横尾 彩香／横尾 直哉 ﾖｺｵ ｱﾔｶ/ﾖｺｵ ﾅｵﾔ 0:07:23

24 7044 若月 裕哉／若月 春樹 ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾔ/ﾜｶﾂｷ ﾊﾙｷ 0:07:33

25 7042 荒牧 哲朗／荒牧 翔大 ｱﾗﾏｷ ﾃﾂﾛｳ/ｱﾗﾏｷ ｼｮｳﾀ 0:07:40

26 7013 小川 勇太郎／小川 花穂子 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ/ｵｶﾞﾜ ｶﾎｺ 0:07:44

27 7093 吉岡 晋一／吉岡 絵理菜 ﾖｼｵｶ ｼﾝｲﾁ/ﾖｼｵｶ ｴﾘﾅ 0:07:47

28 7039 金井 翔平／金井 千尋 ｶﾅｲ ｼｮｳﾍｲ/ｶﾅｲ ﾁﾋﾛ 0:07:51

29 7094 日野 貴／日野 友悠 ﾋﾉ ﾀｶｼ/ﾋﾉ ﾄﾓﾊﾙ 0:07:52

30 7047 門馬 俊／門馬 春樹 ﾓﾝﾏ ｼｭﾝ/ﾓﾝﾏ ﾊﾙｷ 0:07:56
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31 7061 河井 章宏／河井 実莉 ｶﾜｲ ｱｷﾋﾛ/ｶﾜｲ ﾐﾉﾘ 0:08:00

32 7034 梅田 篤志／梅田 千陽 ｳﾒﾀﾞ ｱﾂｼ/ｳﾒﾀﾞ ﾁﾊﾙ 0:08:04

33 7032 小山 裕也／小山 誠太 ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ/ｺﾔﾏ ｾｲﾀ 0:08:07

33 9501 山田 学／鉱仁郎 0:08:07

34 7031 佐藤 美香／佐藤 蒼人 ｻﾄｳ ﾐｶ/ｻﾄｳ ｱｵﾄ 0:08:11

35 7006 椿 喜志子／椿 朝陽 ﾂﾊﾞｷ ｷｼｺ/ﾂﾊﾞｷ ｱｻﾋ 0:08:13

36 7029 藤原 尚美／藤原 茜 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾐ/ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾈ 0:08:14

37 7025 児玉 雄介／兒玉 莉愛 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ/ｺﾀﾞﾏ ﾘｱ 0:08:17

38 7081 皆川 宗和／皆川 宗直 ﾐﾅｶﾜ ﾑﾈｶｽﾞ/ﾐﾅｶﾜ ﾑﾈﾅｵ 0:08:19

39 7070 嶋崎 恵美／嶋崎 海斗 ｼﾏｻﾞｷ ｴﾐ/ｼﾏｻﾞｷ ｶｲﾄ 0:08:23

40 7080 内藤 佑美子／内藤 昊佑 ﾅｲﾄｳ ﾕﾐｺ/ﾅｲﾄｳ ｺｳｽｹ 0:08:25

41 7088 大田 仁／大田 康生 ｵｵﾀ ﾋﾄｼ/ｵｵﾀ ｺｳｾｲ 0:08:26

42 7107 鮎川 高広／鮎川 叶 ｱﾕｶﾜ ﾀｶﾋﾛ/ｱﾕｶﾜ ｶﾅﾀ 0:08:28

43 7049 大野 敦之／大野 結翔 ｵｵﾉ ｱﾂｼ/ｵｵﾉ ﾕｳﾄ 0:08:28

44 7027 木村 はるか／木村 洋岳 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ/ｷﾑﾗ ﾋﾛﾀｹ 0:08:28

45 7065 五十嵐 進介／五十嵐 夏未 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾝｽｹ/ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾂﾐ 0:08:29

46 7087 小野 篤／小野 一希 ｵﾉ ｱﾂｼ/ｵﾉ ｶｽﾞｷ 0:08:30

47 7041 稲葉 一美／稲葉 珠央 ｲﾅﾊﾞ ｶｽﾞﾐ/ｲﾅﾊﾞ ﾐｵ 0:08:41

48 7018 吉川 由紀子／吉川 達基 ﾖｼｶﾜ ﾕｷｺ/ﾖｼｶﾜ ﾀﾂｷ 0:08:45

49 7052 小出 拓則／小出 彩愛 ｺｲﾃﾞ ﾋﾛﾉﾘ/ｺｲﾃﾞ ｱﾔﾒ 0:08:46

50 7071 秋穂 茂徳／秋穂 成海 ｱｷﾎ ｼｹﾞﾉﾘ/ｱｷﾎ ﾅﾙﾐ 0:08:48

51 7054 山本 将史／山本 英嗣 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ/ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ 0:08:50

52 7035 河合 聡宏／河合 心 ｶﾜｲ ｱｷﾋﾛ/ｶﾜｲ ｺｺﾛ 0:08:53

53 7083 高橋 有賀子／高橋 有賀子 ﾀｶﾊｼ ﾕｶｺ/ﾀｶﾊｼ ﾕｶｺ 0:08:54

54 7048 永谷 真希／永谷 朋基 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾏｷ/ﾅｶﾞﾀﾆ ﾄﾓｷ 0:09:00

55 7057 遅沢 舞／遅沢 埜生 ｵｿｻﾞﾜ ﾏｲ/ｵｿｻﾞﾜ ﾉｲ 0:09:02

56 7036 内藤 大地／内藤 晃穂 ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ/ﾅｲﾄｳ ｱｷﾎ 0:09:07

57 7055 吉永 健一／吉永 爽汰 ﾖｼﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ/ﾖｼﾅｶﾞ ｿｳﾀ 0:09:08

58 7067 中村 隆之／中村 紘貴 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ/ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ 0:09:08

59 7078 清水 和彦／清水 翔太 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋｺ/ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 0:09:09

60 7066 宮田 裕之／宮田 丈 ﾐﾔﾀ ﾋﾛﾕｷ/ﾐﾔﾀ ｼﾞｮｳ 0:09:20
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61 7084 伊井 浩／伊井 彬 ｲｲ ﾋﾛｼ/ｲｲ ｱｷﾄ 0:09:22

62 7076 酒徳 理恵／酒徳 航 ｻｶﾄｸ ﾘｴ/ｻｶﾄｸ ｺｳ 0:09:23

63 7033 伊井 奈央子／伊井 啓 ｲｲ ﾅｵｺ/ｲｲ ｹｲﾄ 0:09:25

64 7059 吉村 龍洋／吉村 颯一郎 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾂﾋﾛ/ﾖｼﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 0:09:28

65 7082 根井 未緒／根井 朔 ﾈﾉｲ ﾐｵ/ﾈﾉｲ ﾊｼﾞﾒ 0:09:29

66 7051 眞田 貴央／眞田 葵央 ｻﾅﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ/ｻﾅﾀﾞ ｱｵｲ 0:09:30

67 7090 河橋 祥代／河橋 良直 ｶﾜﾊｼ ｻﾁﾖ/ｶﾜﾊｼ ﾖｼﾅｵ 0:09:31

68 7045 金井 裕美／金井 志帆 ｶﾅｲ ﾋﾛﾐ/ｶﾅｲ ｼﾎ 0:09:32

69 7058 白木 真穂／白木 愛茉 ｼﾗｷ ﾏﾎ/ｼﾗｷ ｴﾏ 0:09:34

70 7079 渡邊 あや／渡邊 結月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 0:09:42

71 7086 中村 美貴／中村 はぐみ ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ/ﾅｶﾑﾗ ﾊｸﾞﾐ 0:09:42

72 7023 田部 聡子／田部 弦汰 ﾀﾍﾞ ｻﾄｺ/ﾀﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ 0:09:47

73 7014 鈴木 光／鈴木 剛 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ/ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 0:09:48

74 7075 松野 稔／松野 航大 ﾏﾂﾉ ﾐﾉﾙ/ﾏﾂﾉ ｺｳﾀ 0:09:52

75 7028 小川 奈津子／小川 葉太 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｺ/ｵｶﾞﾜ ﾖｳﾀ 0:09:53

76 7072 関 絵美子／関 咲結 ｾｷ ｴﾐｺ/ｾｷ ｻﾕ 0:09:58

77 7012 児玉 友梨／児玉 悠愛 ｺﾀﾞﾏ ﾕﾘ/ｺﾀﾞﾏ ﾕｱ 0:10:00

78 7064 吉永 恵美／吉永 悠人 ﾖｼﾅｶﾞ ｴﾐ/ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 0:10:07

79 7101 石川 達郎／石川 佳澄 ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾛｳ/ｲｼｶﾜ ｶｽﾐ 0:10:19

80 7038 白川 弘洋／白川 夏芳 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛﾐ/ｼﾗｶﾜ ｶﾎ 0:10:22

81 7089 中嶋 章次郎／中嶋 葵 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞﾛｳ/ﾅｶｼﾞﾏ ｱｵｲ 0:10:23

82 7102 井下 祐忠／井下 翔太郎 ｲﾉｼﾀ ﾋﾛﾀﾀﾞ/ｲﾉｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 0:10:24

83 7108 河合 良治／河合 祐青 ｶﾜｲ ﾖｼﾊﾙ/ｶﾜｲ ﾕｳｾｲ 0:10:26

84 7010 増田 貴哉／増田 朔 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ/ﾏｽﾀﾞ ｻｸ 0:10:41

85 7005 山田 遼／山田 梨央奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ/ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾅ 0:10:42

86 7017 小山 佳恵／小山 新太 ｺﾔﾏ ﾖｼｴ/ｺﾔﾏ ｱﾗﾀ 0:11:21

87 7015 荒牧 友里子／荒牧 裕翔 ｱﾗﾏｷ ﾕﾘｺ/ｱﾗﾏｷ ﾕｳﾄ 0:11:27

88 7009 増田 朋子／増田 郁人 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｺ/ﾏｽﾀﾞ ｲｸﾄ 0:11:38

89 7074 下村 澄代／下村 由依 ｼﾓﾑﾗ ｽﾐﾖ/ｼﾓﾑﾗ ﾕｲ 0:11:40

90 7053 勝部 元気／岡本 理良 ｶﾂﾍﾞ ｹﾞﾝｷ/ｵｶﾓﾄ ﾘﾗ 0:11:44

91 7085 小野 百恵／小野 侑斗 ｵﾉ ﾓﾓｴ/ｵﾉ ﾕｳﾄ 0:11:45
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92 7008 内海 一樹／内海 瑠理 ｳﾁｳﾐ ｶｽﾞｷ/ｳﾁｳﾐ ﾙﾘ 0:11:49

93 7097 藤原 慎太郎／藤原 琥太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝﾀﾛｳ/ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾀﾛｳ 0:11:54

94 7004 野崎 春華／野崎 悠人 ﾉｻﾞｷ ﾊﾙｶ/ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾄ 0:12:06

95 7011 永田 麻里子／永田 壮真 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾘｺ/ﾅｶﾞﾀ ｿｳﾏ 0:12:17

96 7110 永井 裕美子／稲葉 怜央 ﾅｶﾞｲ ﾕﾐｺ/ｲﾅﾊﾞ ﾚｵ 0:13:01

97 7096 小橋 龍治／小橋 雄賀 ｺﾊﾞｼ ﾘｭｳｼﾞ/ｺﾊﾞｼ ﾕｳｶﾞ 0:13:32

98 7030 大路 彩紀／大路 彩結実 ｵｵｼﾞ ｻｷ/ｵｵｼﾞ ｱﾕﾐ 0:14:15

99 7050 中村 陽子／中村 紗希 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ/ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 0:14:44

100 7091 赤平 匡正／赤平 瑛太 ｱｶﾋﾗ ﾀﾀﾞﾏｻ/ｱｶﾋﾗ ｴｲﾀ 0:15:42

101 7092 大路 敏明／大路 彩香梨 ｵｵｼﾞ ﾄｼｱｷ/ｵｵｼﾞ ﾋｶﾘ 0:16:16

DNS 7007 矢吹 工／矢吹 優茉 ﾔﾌﾞｷ ﾀｸﾐ/ﾔﾌﾞｷ ﾕﾏ

DNS 7021 横山 萌／横山 凜 ﾖｺﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ/ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝ

DNS 7022 逢沢 翔太／逢沢 咲多郎 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ/ｱｲｻﾞﾜ ｻｸﾀﾛｳ

DNS 7026 高谷 将弘／高谷 花那 ﾀｶﾔ ﾏｻﾋﾛ/ﾀｶﾔ ﾊﾅ

DNS 7046 森岡 裕子／森岡 凛 ﾓﾘｵｶ ﾕｳｺ/ﾓﾘｵｶ ﾘﾝ

DNS 7073 新堀 純一／新堀 瑛士 ﾆｲﾎﾞﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ/ﾆｲﾎﾞﾘ ｴｲｼﾞ

DNS 7077 伊藤 佳子／伊藤 環 ｲﾄｳ ｹｲｺ/ｲﾄｳ ﾀﾏｷ

DNS 7095 清水 健太郎／清水 穂乃花 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ/ｼﾐｽﾞ ﾎﾉｶ

DNS 7106 柴 栄里菜／柴 麻里子 ｼﾊﾞ ｴﾘﾅ/ｼﾊﾞ ﾏﾘｺ

DNS 7111 大塚 みゆき／大塚 拓実 ｵｵﾂｶ ﾐﾕｷ/ｵｵﾂｶ ｱﾂｼ

DNS 7112 木村 富久美／木村 優美加 ｷﾑﾗ ﾌｸﾐ/ｷﾑﾗ ﾕﾐｶ
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