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1 9483 近藤 亮 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 近藤 拓 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸ 0:07:51
2 9599 利根川 広樹 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 利根川 仁美 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 0:07:57
3 9763 和田 智樹 ﾜﾀﾞ ﾄﾓｷ 和田 侑磨 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾏ 0:08:18
4 9667 藤井 朋久 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋｻ 藤井 葵斗 ﾌｼﾞｲ ｱｵﾄ 0:08:22
5 9386 大瀧 篤志 ｵｵﾀｷ ｱﾂｼ 大瀧 太凱 ｵｵﾀｷ ﾀｲｶﾞ 0:08:26
6 9571 武田 亘生 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 武田 彬克 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾖｼ 0:08:27
7 9745 由利 佳朗 ﾕﾘ ﾖｼﾛｳ 由利 茉歩乃 ﾕﾘ ﾏﾎﾉ 0:08:33
8 9335 池田 秀人 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 池田 悠樹 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 0:08:41
9 9731 矢橋 寿恒 ﾔﾊｼ ﾄｼﾂﾈ 矢橋 凪 ﾔﾊｼ ﾅｷﾞ 0:08:44

10 9603 永井 香織 ﾅｶﾞｲ ｶｵﾘ 永井 大翔 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 0:08:47
11 9690 松田 千恵 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｴ 松田 俊彦 ﾏﾂﾀﾞ ﾘﾝﾄ 0:08:48
12 9749 川 洋史 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ 川 生楽 ﾖｼｶﾜ ｳﾀ 0:08:54
13 9496 坂間 摂 ｻｶﾏ ｵｻﾑ 坂間 蓮斗 ｻｶﾏ ﾚﾝﾄ 0:08:56
14 9434 苅谷 真志 ｶﾘﾔ ﾏｻｼ 苅谷 悠真 ｶﾘﾔ ﾊﾙﾏ 0:09:03
15 9677 本谷 大輔 ﾎﾝﾔ ﾀﾞｲｽｹ 本谷 悠真 ﾎﾝﾔ ﾕｳﾏ 0:09:04
16 9657 廣瀬 敦 ﾋﾛｾ ｱﾂｼ 廣瀬 櫂 ﾋﾛｾ ｶｲ 0:09:09
17 9445 菊地 啓文 ｷｸﾁ ﾋﾛﾌﾐ 菊地 光人 ｷｸﾁ ﾐﾂﾋﾄ 0:09:11
18 9577 田中 智子 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ 田中 彩日香 ﾀﾅｶ ｱｽｶ 0:09:12
19 9729 谷内 範幸 ﾔﾁ ﾉﾘﾕｷ 谷内 温樹 ﾔﾁ ｱﾂｷ 0:09:14
20 9725 八坂 剛史 ﾔｻｶ ﾀｹｼ 八坂 隆史 ﾔｻｶ ﾀｶｼ 0:09:15
21 9478 小峰 慎矢 ｺﾐﾈ ｼﾝﾔ 小峰 笑太郎 ｺﾐﾈ ｼｮｳﾀﾛｳ 0:09:18
22 9681 前田 裕一 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 前田 航太郎 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 0:09:19
23 9570 武田 光平 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 武田 大輝 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 0:09:25
24 9339 石井 祐介 ｲｼｲ ﾕｳｽｹ 石井 翔唯 ｲｼｲ ｶｲ 0:09:26
25 9365 今関 悟 ｲﾏｾﾞｷ ｻﾄﾙ 今関 拓海 ｲﾏｾﾞｷ ﾀｸﾐ 0:09:27
26 9469 小林 和陽 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｱｷ 小林 武琉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 0:09:30
27 9456 九日 大 ｸﾆﾁ ﾀﾞｲ 九日 慧 ｸﾆﾁ ｻﾄﾙ 0:09:31
28 9308 赤沼 健 ｱｶﾇﾏ ﾀｹｼ 赤沼 和浩 ｱｶﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 0:09:33
29 9647 浜口 賢治 ﾊﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 浜口 紗綾 ﾊﾏｸﾞﾁ ｻﾔ 0:09:36
30 9692 松野 浩之 ﾏﾂﾉ ﾋﾛﾕｷ 松野 柚月 ﾏﾂﾉ ﾕﾂﾞｷ 0:09:37
31 9328 安藤 元 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝ 安藤 知輝 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 0:09:38
32 9506 佐藤 康平 ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 佐藤 将佑 ｻﾄｳ ｼｮｳｽｹ 0:09:39
33 9732 山内 和也 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾔ 山内 翔真 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾏ 0:09:39
34 9754 吉田 勉 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾄﾑ 吉田 穂香 ﾖｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 0:09:40
35 9443 喜久 尚子 ｷｸ ｼｮｳｺ 喜久 雄斗 ｷｸ ﾕｳﾄ 0:09:42
36 9392 岡田 良 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 岡田 孝太朗 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 0:09:43
37 9522 渋谷 一幸 ｼﾌﾞﾔ ｶｽﾞﾕｷ 渋谷 壮一郎 ｼﾌﾞﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ 0:09:46
38 9536 須郷 恵美 ｽｺﾞｳ ｴﾐ 須郷 瑛翔 ｽｺﾞｳ ｴｲﾄ 0:09:49
39 9704 満園 雅士 ﾐﾂｿﾞﾉ ﾏｻｼ 満園 竜晟 ﾐﾂｿﾞﾉ ﾘｭｳｾｲ 0:09:49
40 9544 鈴木 規朗 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｱｷ 鈴木 盛弘 ｽｽﾞｷ ｾｲｺｳ 0:09:51
41 9423 加藤 嘉明 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ 加藤 煌太 ｶﾄｳ ｺｳﾀ 0:09:52
42 9708 向 貴紀 ﾑｶｲ ﾀｶﾉﾘ 向 麗杏 ﾑｶｲ ﾚｱ 0:09:52
43 9629 西澤 和利 ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄｼ 西澤 芽生 ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ 0:09:55
44 9489 齊藤 毅譲 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 齊藤 奏月 ｻｲﾄｳ ｿｳｶﾞ 0:09:55
45 9746 横田 卓也 ﾖｺﾀ ﾀｸﾔ 横田 渉真 ﾖｺﾀ ｼｮｳﾏ 0:09:57
46 9349 伊勢田 和巳 ｲｾﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 伊勢田 凜 ｲｾﾀﾞ ﾘﾝ 0:09:58
47 9516 佐山 了輔 ｻﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 佐山 勇人 ｻﾔﾏ ﾕｳﾄ 0:09:59
48 9409 小野寺 陽子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｳｺ 小野寺 祐斗 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 0:09:59
49 9680 前田 美紀子 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷｺ 前田 凛太朗 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 0:10:00
50 9393 岡野 俊也 ｵｶﾉ ﾄｼﾔ 岡野 莉子 ｵｶﾉ ﾘｺ 0:10:00

2019年12月1日



第38回川口マラソン

2kmファミリー

2 / 9 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名漢字 氏名ｶﾅ 相手氏名漢字 相手氏名ｶﾅ 記 録

51 9634 野口 泰甫 ﾉｸﾞﾁ ﾀｲｽｹ 野口 湊 ﾉｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ 0:10:03
52 9559 高野 顕太 ﾀｶﾉ ｹﾝﾀ 高野 礼輝 ﾀｶﾉ ﾗｲｷ 0:10:03
53 9659 福澤 琢磨 ﾌｸｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 福澤 柊登 ﾌｸｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ 0:10:04
54 9420 加藤 哲郎 ｶﾄｳ ﾃﾂﾛｳ 加藤 朋弥 ｶﾄｳ ﾄﾓﾔ 0:10:04
55 9710 村上 淳一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 村上 稜平 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ 0:10:05
56 9341 石川 成美 ｲｼｶﾜ ﾅﾙﾐ 石川 昇 ｲｼｶﾜ ｼｮｳ 0:10:05
57 9455 串崎 圭吾 ｸｼｻﾞｷ ｹｲｺﾞ 串崎 穂夏 ｸｼｻﾞｷ ﾎﾉｶ 0:10:05
58 9411 尾本 尚子 ｵﾓﾄ ﾅｵｺ 尾本 悠葉 ｵﾓﾄ ﾕｳﾊ 0:10:06
59 9512 佐藤 祐介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 佐藤 陽斗 ｻﾄｳ ｱｷﾄ 0:10:07
60 9476 小松崎 亮 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ 小松崎 栞 ｺﾏﾂｻﾞｷ ｼｵﾘ 0:10:07
61 9407 小野田 健吾 ｵﾉﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 小野田 青太 ｵﾉﾀﾞ ｾｲﾀ 0:10:07
62 9578 田中 奈々 ﾀﾅｶ ﾅﾅ 田中 優大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 0:10:08
63 9756 米田 聖平 ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 米田 清之助 ﾖﾈﾀﾞ ｷﾖﾉｽｹ 0:10:08
64 9694 松本 一平 ﾏﾂﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 松本 琥太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 0:10:09
65 9432 神園 哲郎 ｶﾐｿﾞﾉ ﾃﾂﾛｳ 神園 連 ｶﾐｿﾞﾉ ﾚﾝ 0:10:10
66 9402 越智 正明 ｵﾁ ﾏｻｱｷ 越智 勇翔 ｵﾁ ﾊﾔﾄ 0:10:11
67 9481 小山 壽和 ｺﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ 小山 惺士朗 ｺﾔﾏ ｾｲｼﾛｳ 0:10:12
68 9426 金井 涼子 ｶﾅｲ ﾘｮｳｺ 金井 悠悟 ｶﾅｲ ﾕｳｺﾞ 0:10:12
69 9555 高岡 直樹 ﾀｶｵｶ ﾅｵｷ 高岡 あおい ﾀｶｵｶ ｱｵｲ 0:10:13
70 9695 松本 祐治 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 松本 和花 ﾏﾂﾓﾄ ﾜｶ 0:10:14
71 9574 田中 久美子 ﾀﾅｶ ｸﾐｺ 田中 皇多 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 0:10:16
72 9636 信澤 大一 ﾉﾌﾞｻﾜ ﾀﾞｲｲﾁ 信澤 花南 ﾉﾌﾞｻﾜ ｶﾅ 0:10:17
73 9333 池浦 智哉 ｲｹｳﾗ ﾄﾓﾔ 池浦 皆斗 ｲｹｳﾗ ﾐﾅﾄ 0:10:18
74 9428 金光 浩之 ｶﾅﾐﾂ ﾋﾛﾕｷ 金光 柊太 ｶﾅﾐﾂ ｼｭｳﾀ 0:10:18
75 9654 平山 隼人 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾔﾄ 平山 智輝 ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓｷ 0:10:20
76 9340 石垣 毅 ｲｼｶﾞｷ ﾀｹｼ 石垣 悠 ｲｼｶﾞｷ ﾊﾙ 0:10:21
77 9356 伊藤 治 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 伊藤 ほの香 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 0:10:21
78 9403 落合 隼 ｵﾁｱｲ ｼﾞｭﾝ 落合 颯 ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾃ 0:10:23
79 9526 清水 孝宏 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 清水 宏樹 ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 0:10:23
80 9608 中里 直之 ﾅｶｻﾄ ﾅｵﾕｷ 中里 実桜 ﾅｶｻﾄ ﾐｵｳ 0:10:24
81 9467 後藤 康太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 後藤 健士 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼ 0:10:24
82 9546 鈴木 美香 ｽｽﾞｷ ﾐｶ 鈴木 凛香 ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 0:10:25
83 9679 前田 和隆 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 前田 和也 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 0:10:25
84 9307 阿形 智史 ｱｶﾞﾀ ｻﾄｼ 阿形 奏佑 ｱｶﾞﾀ ｿｳｽｹ 0:10:26
85 9488 斎藤 真司 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 斎藤 栞 ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ 0:10:26
86 9337 伊香 靖子 ｲｺｳ ﾔｽｺ 伊香 心晴 ｲｺｳ ｺﾊﾙ 0:10:26
87 9590 鶴岡 浩至 ﾂﾙｵｶ ｺｳｼﾞ 鶴岡 蓮 ﾂﾙｵｶ ﾚﾝ 0:10:27
88 9686 松崎 豪 ﾏﾂｻﾞｷ ｺﾞｳ 松崎 将大 ﾏﾂｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 0:10:27
89 9510 佐藤 雅子 ｻﾄｳ ﾏｻｺ 佐藤 俊介 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 0:10:30
90 9310 秋浜 千草 ｱｷﾊﾏ ﾁｸﾞｻ 秋浜 遼 ｱｷﾊﾏ ﾘｮｳ 0:10:30
91 9303 青木 文康 ｱｵｷ ﾌﾐﾔｽ 青木 海志郎 ｱｵｷ ｶｲｼﾛｳ 0:10:32
92 9540 鈴木 孝広 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 鈴木 莉彩 ｽｽﾞｷ ﾘｻ 0:10:32
93 9767 渡邉 光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 渡邉 玲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 0:10:34
94 9564 高谷 明裕 ﾀｶﾔ ｱｷﾋﾛ 高谷 将生 ﾀｶﾔ ﾏｻｷ 0:10:34
95 9529 下方 浩 ｼﾓｶﾀ ﾋﾛｼ 下方 花夏 ｼﾓｶﾀ ｶﾅﾂ 0:10:34
96 9491 斉藤 頼子 ｻｲﾄｳ ﾖﾘｺ 斉藤 寛太郎 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀﾛｳ 0:10:35
97 9424 加藤 渉 ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ 加藤 陸 ｶﾄｳ ﾘｸ 0:10:35
98 9759 レウッチ シモーネ ﾚｳｯﾁ ｼﾓｰﾈ 本多 大和 ﾎﾝﾀﾞ ﾔﾏﾄ 0:10:36
99 9404 落合 祐一 ｵﾁｱｲ ﾕｳｲﾁ 落合 理央 ｵﾁｱｲ ﾘｵ 0:10:37

100 9744 山本 英詞 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｼ 山本 陽菜多 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅﾀ 0:10:37
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101 9643 長谷部 康紀 ﾊｾﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ 長谷部 咲良 ﾊｾﾍﾞ ｻｸﾗ 0:10:37
102 9354 市川 洋平 ｲﾁｶﾜ ﾖｳﾍｲ 市川 凛咲 ｲﾁｶﾜ ﾘｻｷ 0:10:38
103 9417 片倉 淳 ｶﾀｸﾗ ｼﾞｭﾝ 片倉 大晴 ｶﾀｸﾗ ﾀｲｾｲ 0:10:39
104 9638 野本 英邦 ﾉﾓﾄ ﾋﾃﾞｸﾆ 野本 奏真 ﾉﾓﾄ ｿｳﾏ 0:10:40
105 9317 足立 光弘 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ 足立 光羽 ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾊ 0:10:40
106 9302 青木 大輔 ｱｵｷ ﾀﾞｲｽｹ 青木 笑子 ｱｵｷ ﾆｺ 0:10:41
107 9727 安田 美幸 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕｷ 安田 侑 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ 0:10:41
108 9642 長谷川 陽一 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 長谷川 琉真 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾝ 0:10:41
109 9465 小崎 健一朗 ｺｻﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 小崎 優香 ｺｻﾞｷ ﾕｳｶ 0:10:42
110 9596 富樫 修 ﾄｶﾞｼ ｵｻﾑ 富樫 旭 ﾄｶﾞｼ ｱｻﾋ 0:10:42
111 9362 井野 雅人 ｲﾉ ﾏｻﾄ 井野 はづき ｲﾉ ﾊﾂﾞｷ 0:10:42
112 9558 高津 裕美子 ﾀｶﾂ ﾕﾐｺ 高津 蒼永 ﾀｶﾂ ｿｳｴｲ 0:10:43
113 9397 小川 留美子 ｵｶﾞﾜ ﾙﾐｺ 小川 莉生 ｵｶﾞﾜ ﾘｵ 0:10:44
114 9696 真中 淳也 ﾏﾅｶ ｼﾞｭﾝﾔ 真中 水希 ﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 0:10:45
115 9324 荒井 奈々恵 ｱﾗｲ ﾅﾅｴ 荒井 野乃花 ｱﾗｲ ﾉﾉｶ 0:10:45
116 9758 了馬 貴志 ﾘｮｳﾏ ﾀｶｼ 了馬 知貴 ﾘｮｳﾏ ﾄﾓｷ 0:10:47
117 9442 菅野 雄介 ｶﾝﾉ ﾕｳｽｹ 菅野 壱心 ｶﾝﾉ ｲｯｼﾝ 0:10:48
118 9389 大野 順司 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 大野 義実 ｵｵﾉ ﾖｼﾐ 0:10:50
119 9400 小澤 哲夫 ｵｻﾞﾜ ﾃﾂｵ 小澤 結翔 ｵｻﾞﾜ ﾕｲﾄ 0:10:50
120 9446 菊間 由隆 ｷｸﾏ ﾕﾀｶ 菊間 優里 ｷｸﾏ ﾕｳﾘ 0:10:51
121 9493 榊 和彦 ｻｶｷ ｶｽﾞﾋｺ 榊 怜真 ｻｶｷ ﾘｮｳﾏ 0:10:51
122 9770 三浦 智美 ﾐｳﾗ ﾄﾓﾐ 三浦 虹美 ﾐｳﾗ ﾅﾅﾐ 0:10:52
123 9697 間々田 宏志 ﾏﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 間々田 彩葉 ﾏﾏﾀﾞ ｲﾛﾊ 0:10:54
124 9306 青山 万吉 ｱｵﾔﾏ ﾏﾝｷﾁ 青山 智祇 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓｷ 0:10:55
125 9350 板橋 寛二 ｲﾀﾊｼ ｶﾝｼﾞ 板橋 秀明 ｲﾀﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 0:10:56
126 9591 鉄村 修司 ﾃﾂﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 鉄村 明日翔 ﾃﾂﾑﾗ ｱｽｶ 0:10:56
127 9459 黒川 次郎 ｸﾛｶﾜ ｼﾞﾛｳ 黒川 日茉莉 ｸﾛｶﾜ ﾋﾏﾘ 0:10:57
128 9621 永吉 信行 ﾅｶﾞﾖｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 永吉 夏都 ﾅｶﾞﾖｼ ﾅﾂﾄ 0:10:57
129 9712 茂木 貴志 ﾓｷﾞ ﾀｶｼ 茂木 結菜 ﾓｷﾞ ﾕｲﾅ 0:10:58
130 9736 山崎 稔 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾉﾙ 山崎 楓也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｳﾔ 0:10:58
131 9586 丹沢 裕子 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾕｳｺ 丹沢 啓介 ﾀﾝｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 0:10:59
132 9673 古川 佳朋 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾄﾓ 古川 朋悠 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾋｻ 0:10:59
133 9436 川口 未希子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｷｺ 川口 智大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 0:11:01
134 9495 坂下 俊也 ｻｶｼﾀ ﾄｼﾔ 坂下 璃宇 ｻｶｼﾀ ﾘｭｳ 0:11:02
135 9606 中川 有香 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｶ 中川 碧人 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵﾄ 0:11:03
136 9422 加藤 八重 ｶﾄｳ ﾔｴ 加藤 芳 ｶﾄｳ ｶｵﾙ 0:11:04
137 9669 藤波 裕二 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾕｳｼﾞ 藤波 英志 ﾌｼﾞﾅﾐ ｴｲｼ 0:11:04
138 9537 鈴木 亜希子 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 鈴木 新太 ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 0:11:04
139 9343 石田 基規 ｲｼﾀﾞ ﾓﾄｷ 石田 蒼真 ｲｼﾀﾞ ｿｳﾏ 0:11:05
140 9312 浅倉 恭子 ｱｻｸﾗ ｷｮｳｺ 浅倉 希依良 ｱｻｸﾗ ｷﾖﾗ 0:11:06
141 9650 林田 雅人 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 林田 悠玖 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾙｸ 0:11:06
142 9561 高橋 透 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 高橋 佳楓 ﾀｶﾊｼ ｶｴﾃﾞ 0:11:08
143 9566 田口 裕 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ 田口 遥太 ﾀｸﾞﾁ ｶﾅﾀ 0:11:10
144 9396 岡本 健司 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 岡本 泰助 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｽｹ 0:11:10
145 9552 須藤 敏孝 ｽﾄﾞｳ ﾄｼﾀｶ 須藤 翔真 ｽﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ 0:11:10
146 9717 森田 展正 ﾓﾘﾀ ﾉﾌﾞﾏｻ 森田 統士 ﾓﾘﾀ ﾄｳｼﾞ 0:11:10
147 9573 田崎 徹也 ﾀｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 田崎 湊 ﾀｻﾞｷ ﾐﾅﾄ 0:11:11
148 9600 冨岡 弘 ﾄﾐｵｶ ﾋﾛｼ 冨岡 紬 ﾄﾐｵｶ ﾂﾑｷﾞ 0:11:11
149 9412 折原 希 ｵﾘﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 折原 瑠唯 ｵﾘﾊﾗ ﾙｲ 0:11:11
150 9518 塩原 亮馬 ｼｵﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾏ 塩原 壱心 ｼｵﾊﾞﾗ ｲｯｼﾝ 0:11:13
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151 9501 櫻井 陽子 ｻｸﾗｲ ﾖｳｺ 櫻井 嵩大 ｻｸﾗｲ ｼｭｳﾀ 0:11:13
152 9648 早川 爾 ﾊﾔｶﾜ ﾁｶｼ 早川 怜実 ﾊﾔｶﾜ ｻﾄﾐ 0:11:13
153 9560 髙橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 髙橋 樹 ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ 0:11:13
154 9390 大室 英之 ｵｵﾑﾛ ﾋﾃﾞﾕｷ 大室 俊輔 ｵｵﾑﾛ ｼｭﾝｽｹ 0:11:14
155 9610 永島 健一 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝｲﾁ 永島 銀士 ﾅｶﾞｼﾏ ｷﾞﾝｼﾞ 0:11:15
156 9351 板橋 隆太 ｲﾀﾊﾞｼ ﾘｭｳﾀ 板橋 隆佳 ｲﾀﾊﾞｼ ﾀｶﾖｼ 0:11:15
157 9664 福留 弘幹 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾋﾛｷ 福留 莉彩 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾘｻ 0:11:16
158 9726 矢島 健 ﾔｼﾞﾏ ｹﾝ 矢島 陸 ﾔｼﾞﾏ ﾘｸ 0:11:18
159 9360 伊藤 祐一 ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 伊藤 紗奈 ｲﾄｳ ｻﾅ 0:11:18
160 9533 菅原 喜也 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾅﾘ 菅原 佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 0:11:19
161 9479 五味渕 直樹 ｺﾞﾐﾌﾞﾁ ﾅｵｷ 五味渕 琉稀 ｺﾞﾐﾌﾞﾁ ﾙｷ 0:11:19
162 9575 田中 圭 ﾀﾅｶ ｹｲ 田中 佑希 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 0:11:19
163 9361 稲垣 渉 ｲﾅｶﾞｷ ﾜﾀﾙ 稲垣 侑 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳ 0:11:19
164 9724 矢口 純 ﾔｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 矢口 祥太 ﾔｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 0:11:21
165 9707 宮成 ひろみ ﾐﾔﾅﾘ ﾋﾛﾐ 宮成 陽悠 ﾐﾔﾅﾘ ﾊﾙﾋｻ 0:11:21
166 9359 伊藤 希 ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 伊藤 立直 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 0:11:21
167 9433 亀谷 亜紀子 ｶﾒﾔ ｱｷｺ 住田 遥希子 ｽﾐﾀ ﾉﾉｺ 0:11:22
168 9672 古川 一歩 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾎ 古川 一花 ﾌﾙｶﾜ ｲﾁｶ 0:11:22
169 9579 田中 寛 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 田中 聡士 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 0:11:22
170 9318 アブドゥル ハキム ｱﾌﾞﾄﾞｩﾙ ﾊｷﾑ 太田 輝矢琉 ｵｵﾀ ｷﾔﾙ 0:11:22
171 9471 小林 隆弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 小林 愛瑠 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾙ 0:11:23
172 9713 元木 和洋 ﾓﾄｷ ｶｽﾞﾋﾛ 元木 慶 ﾓﾄｷ ｹｲ 0:11:23
173 9395 岡部 寬子 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛｺ 岡部 大地 ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 0:11:25
174 9649 林 広幸 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 林 亮斗 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾄ 0:11:25
175 9614 長田 夕紀 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 長田 博紀 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｷ 0:11:26
176 9460 桑原 直光 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾅｵﾐﾂ 桑原 優桜 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳﾗ 0:11:28
177 9490 齊藤 光正 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾏｻ 齊藤 颯太 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 0:11:28
178 9498 佐久間 慶 ｻｸﾏ ｹｲ 佐久間 蓮 ｻｸﾏ ﾚﾝ 0:11:29
179 9363 井場 太一 ｲﾊﾞ ﾀｲﾁ 井場 史都 ｲﾊﾞ ﾌﾐﾄ 0:11:30
180 9454 草尾 由香 ｸｻｵ ﾕｶ 草尾 美來 ｸｻｵ ﾐﾗｲ 0:11:31
181 9630 西名 美和子 ﾆｼﾅ ﾐﾜｺ 西名 虹太朗 ﾆｼﾅ ｺﾀﾛｳ 0:11:31
182 9728 矢田 章浩 ﾔﾀ ｱｷﾋﾛ 矢田 健太 ﾔﾀ ｹﾝﾀ 0:11:31
183 9431 金光 倫靖 ｶﾈﾐﾂ ﾉﾘﾔｽ 金光 穂乃花 ｶﾈﾐﾂ ﾎﾉｶ 0:11:32
184 9674 豊後 信也 ﾌﾞﾝｺﾞ ｼﾝﾔ 豊後 京佑 ﾌﾞﾝｺﾞ ｷｮｳｽｹ 0:11:32
185 9588 津田 宗宣 ﾂﾀﾞ ﾑﾈﾉﾌﾞ 津田 翔太 ﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀ 0:11:33
186 9633 根崎 寛 ﾈｻｷ ﾋﾛｼ 根崎 菖 ﾈｻｷ ｱﾔﾒ 0:11:33
187 9587 崔 善花 ﾁｪ ｿﾅ 尹 俐世 ﾕﾝ ﾘｾ 0:11:34
188 9542 鈴木 達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 鈴木 夏実 ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾐ 0:11:34
189 9769 ングワー ジェームズ ﾝｸﾞﾜｰ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ ングワー 幸有多 ﾝｸﾞﾜｰ ﾕｰｷｱｰﾀ 0:11:35
190 9541 鈴木 拓也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 鈴木 快知 ｽｽﾞｷ ｶｲﾁ 0:11:35
191 9466 牛腸 雅史 ｺﾞﾁｮｳ ﾏｻｼ 牛腸 翔太 ｺﾞﾁｮｳ ｼｮｳﾀ 0:11:35
192 9551 須藤 壮彦 ｽﾄﾞｳ ﾀｹﾋｺ 須藤 陽彦 ｽﾄﾞｳ ﾊﾙﾋｺ 0:11:36
193 9391 岡田 泉 ｵｶﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 岡田 莞爾 ｵｶﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 0:11:36
194 9439 川端 一人 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾄ 川端 秀太 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭｳﾀ 0:11:37
195 9377 榎原 富希 ｴﾉﾊﾗ ﾌｷ 榎原 想 ｴﾉﾊﾗ ｿｳ 0:11:37
196 9406 小野田 晃 ｵﾉﾀﾞ ｱｷﾗ 小野田 輝 ｵﾉﾀﾞ ﾋｶﾘ 0:11:38
197 9678 毎田 充宏 ﾏｲﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 毎田 理奈 ﾏｲﾀﾞ ﾘﾅ 0:11:38
198 9342 石黒 秀太 ｲｼｸﾞﾛ ｼｭｳﾀ 石黒 那実 ｲｼｸﾞﾛ ﾅﾐ 0:11:38
199 9323 荒井 岳志 ｱﾗｲ ﾀｹｼ 荒井 真翔 ｱﾗｲ ﾏﾅﾄ 0:11:38
200 9618 中間 大輔 ﾅｶﾏ ﾀﾞｲｽｹ 中間 太智 ﾅｶﾏ ﾀｲﾁ 0:11:38
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201 9517 塩原 弥生 ｼｵﾊﾗ ﾔﾖｲ 塩原 琉己 ｼｵﾊﾗ ﾘｭｳｷ 0:11:39
202 9372 薄田 和巳 ｳｽﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 薄田 知樹 ｳｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 0:11:41
203 9376 榎原 秀忠 ｴﾉﾊﾗ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 榎原 葵 ｴﾉﾊﾗ ｱｵｲ 0:11:41
204 9747 横田 友香 ﾖｺﾀ ﾕｶ 横田 怜奈 ﾖｺﾀ ﾚﾅ 0:11:42
205 9607 長﨑 勇樹 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｷ 長﨑 帆乃花 ﾅｶﾞｻｷ ﾎﾉｶ 0:11:42
206 9452 木村 篤佳 ｷﾑﾗ ｱﾂﾖｼ 木村 咲愛 ｷﾑﾗ ｻｴ 0:11:43
207 9685 松井 ひろ ﾏﾂｲ ﾋﾛ 松井 大和 ﾏﾂｲ ﾔﾏﾄ 0:11:43
208 9761 和木 珠子 ﾜｷ ﾏﾘｺ 和木 一真 ﾜｷ ｶｽﾞﾏ 0:11:44
209 9604 永井 亨 ﾅｶﾞｲ ﾄｵﾙ 永井 葵 ﾅｶﾞｲ ｱｵｲ 0:11:44
210 9494 榊原 佑樹 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 榊原 朝成 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄﾓﾅﾘ 0:11:45
211 9508 佐藤 晋史 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 佐藤 春人 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 0:11:45
212 9627 西川 清広 ﾆｼｶﾜ ｷﾖﾋﾛ 西川 慶一 ﾆｼｶﾜ ｹｲｲﾁ 0:11:46
213 9338 石井 健一 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ 石井 湊真 ｲｼｲ ｿｳﾏ 0:11:46
214 9371 牛島 京子 ｳｼｼﾞﾏ ｷｮｳｺ 牛島 良 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｮｳ 0:11:47
215 9345 石橋 勝也 ｲｼﾊﾞｼ ｶﾂﾔ 石橋 千夏 ｲｼﾊﾞｼ ﾁﾅﾂ 0:11:47
216 9497 坂本 武仁 ｻｶﾓﾄ ﾀｹﾋﾄ 坂本 楓人 ｻｶﾓﾄ ﾌｳﾄ 0:11:48
217 9581 田中 裕貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 田中 莉菜 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 0:11:48
218 9721 森谷 淳史 ﾓﾘﾔ ｱﾂｼ 森谷 慎 ﾓﾘﾔ ｼﾝ 0:11:49
219 9415 風間 菜穂美 ｶｻﾞﾏ ﾅｵﾐ 風間 奏志 ｶｻﾞﾏ ｿｳｼ 0:11:49
220 9658 深江 大介 ﾌｶｴ ﾀﾞｲｽｹ 深江 大和 ﾌｶｴ ﾔﾏﾄ 0:11:49
221 9519 宿谷 貴之 ｼｸﾔ ﾀｶﾕｷ 宿谷 陽葵 ｼｸﾔ ﾋﾏﾘ 0:11:49
222 9382 大澤 志帆 ｵｵｻﾜ ｼﾎ 大澤 舜哉 ｵｵｻﾜ ｼｭﾝﾔ 0:11:50
223 9722 両角 佳枝 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾖｼｴ 両角 優里 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕﾘ 0:11:50
224 9597 戸澤 和也 ﾄｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 戸澤 琴祢 ﾄｻﾞﾜ ｺﾄﾈ 0:11:50
225 9733 山口 肇 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ 山口 結鶴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾂﾞ 0:11:51
226 9414 笠原 政行 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 笠原 ももこ ｶｻﾊﾗ ﾓﾓｺ 0:11:51
227 9326 荒井 真希 ｱﾗｲ ﾏｷ 荒井 陸玖 ｱﾗｲ ﾘｸ 0:11:51
228 9430 金子 寛之 ｶﾈｺ ﾋﾛﾕｷ 金子 史佳 ｶﾈｺ ﾌﾐｶ 0:11:52
229 9691 松田 千春 ﾏﾂﾀﾞ ﾁﾊﾙ 松田 善 ﾏﾂﾀﾞ ｾﾞﾝ 0:11:53
230 9675 星野 沙織 ﾎｼﾉ ｻｵﾘ 星野 蒼空 ﾎｼﾉ ｿﾗ 0:11:53
231 9387 大竹 克昌 ｵｵﾀｹ ｶﾂｱｷ 半澤 日菜 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋﾅ 0:11:53
232 9545 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 鈴木 太梧 ｽｽﾞｷ ﾀｲｺﾞ 0:11:54
233 9738 山下 知未 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾐ 山下 純弥 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 0:11:55
234 9592 寺島 紀子 ﾃﾗｼﾏ ﾉﾘｺ 寺島 澪 ﾃﾗｼﾏ ﾐｵ 0:11:55
235 9757 廖 芳華 ﾘｮｳ ﾎｳｶ 董 雨澤 ﾄｳ ｳﾀｸ 0:11:56
236 9567 武石 敦子 ﾀｹｲｼ ｱﾂｺ 武石 颯馬 ﾀｹｲｼ ｿｳﾏ 0:11:57
237 9572 武正 真由美 ﾀｹﾏｻ ﾏﾕﾐ 武正 悠来 ﾀｹﾏｻ ﾕﾗ 0:11:57
238 9557 高田 雅美 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾐ 高田 咲人 ﾀｶﾀﾞ ｻｸﾄ 0:11:59
239 9485 崔 香蘭 ｻｲ ｺｳﾗﾝ 崔 秀妍 ｻｲ ｼｭｳｹﾝ 0:11:59
240 9730 柳元 直樹 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 柳元 陵助 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 0:12:01
241 9752 吉澤 隆仁 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ 吉澤 奈紬 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾂ 0:12:01
242 9385 太田 陽子 ｵｵﾀ ﾖｳｺ 太田 愛梨 ｵｵﾀ ｱｲﾘ 0:12:01
243 9622 名倉 正浩 ﾅｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 名倉 里奈 ﾅｸﾞﾗ ﾘﾅ 0:12:02
244 9441 河原 和代 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾖ 河原 悠人 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙﾄ 0:12:02
245 9703 水本 麗奈 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾚﾅ 三根 優花 ﾐﾈ ﾕｳｶ 0:12:03
246 9378 榎本 辰紀 ｴﾉﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ 榎本 結心 ｴﾉﾓﾄ ﾕｲﾄ 0:12:05
247 9410 尾見 拓郎 ｵﾐ ﾀｸﾛｳ 尾見 遙希 ｵﾐ ﾊﾙｷ 0:12:07
248 9711 目黒 良作 ﾒｸﾞﾛ ﾖｼﾅﾘ 目黒 瑛羅 ﾒｸﾞﾛ ｱｷﾗ 0:12:10
249 9525 島村 寛子 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛｺ 島村 泰知 ｼﾏﾑﾗ ﾀｲﾁ 0:12:10
250 9348 出本 梓紗 ｲｽﾞﾓﾄ ｱｽﾞｻ 出本 咲稀 ｲｽﾞﾓﾄ ｻｷ 0:12:10
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251 9635 野口 恒也 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾈﾅﾘ 野口 蹴王 ﾉｸﾞﾁ ｼﾞｭﾉ 0:12:11
252 9709 村井 佳美 ﾑﾗｲ ﾖｼﾐ 村井 伸 ﾑﾗｲ ｼﾝ 0:12:11
253 9539 鈴木 理 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 鈴木 将 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 0:12:11
254 9355 井対 啓二 ｲﾂｲ ｹｲｼﾞ 井対 快 ｲﾂｲ ｶｲ 0:12:12
255 9653 平松 高志 ﾋﾗﾏﾂ ﾀｶｼ 平松 新太 ﾋﾗﾏﾂ ｱﾗﾀ 0:12:12
256 9655 平山 雄大 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 平山 瑛大 ﾋﾗﾔﾏ ｴｲﾀ 0:12:13
257 9429 金子 朋美 ｶﾈｺ ﾄﾓﾐ 竹内 咲公 ﾀｹｳﾁ ｻｸ 0:12:13
258 9513 佐藤 陽一 ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ 佐藤 愛心 ｻﾄｳ ｱｺ 0:12:13
259 9458 黒川 修 ｸﾛｶﾜ ｵｻﾑ 黒川 竣汰 ｸﾛｶﾜ ｼｭﾝﾀ 0:12:14
260 9531 庄子 こず恵 ｼｮｳｼﾞ ｺｽﾞｴ 庄子 友貴 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓｷ 0:12:14
261 9753 吉田 陽 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 吉田 祐人 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 0:12:14
262 9368 岩崎 安見 ｲﾜｻｷ ﾔｽﾐ 岩崎 陽斗 ｲﾜｻｷ ﾋﾅﾄ 0:12:15
263 9656 蛭田 誠 ﾋﾙﾀ ﾏｺﾄ 蛭田 恵介 ﾋﾙﾀ ｹｲｽｹ 0:12:15
264 9668 藤岡 由加 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｶ 藤岡 会梨 ﾌｼﾞｵｶ ｱｲﾘ 0:12:16
265 9334 池上 一孝 ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞﾀｶ 池上 紗希 ｲｹｶﾞﾐ ｻｷ 0:12:17
266 9370 上村 優貴 ｳｴﾑﾗ ﾕｳｷ 上村 一颯 ｳｴﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 0:12:19
267 9401 押田 健児 ｵｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 押田 翔汰 ｵｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 0:12:19
268 9665 福山 祐二 ﾌｸﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 福山 美怜 ﾌｸﾔﾏ ﾐｻﾄ 0:12:19
269 9620 中村 真 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 中村 旭 ﾅｶﾑﾗ ｱｻﾋ 0:12:20
270 9671 藤本 俊朗 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｼｱｷ 藤本 咲希 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻｷ 0:12:20
271 9625 南方 努 ﾅﾝﾎﾟｳ ﾂﾄﾑ 南方 璃音 ﾅﾝﾎﾟｳ ﾘﾉ 0:12:21
272 9715 本吉 美紀 ﾓﾄﾖｼ ﾐｷ 本吉 叶奈 ﾓﾄﾖｼ ｶﾝﾅ 0:12:23
273 9700 三浦 奈織子 ﾐｳﾗ ﾅｵｺ 三浦 秀信 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 0:12:24
274 9640 萩原 正夫 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻｵ 萩原 里水 ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾄﾐ 0:12:24
275 9772 渡邊 智子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｺ 渡邊 皓太朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 0:12:24
276 9435 河口 展之 ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 河口 陽大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 0:12:25
277 9330 飯田 和美 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 飯田 結衣 ｲｲﾀﾞ ﾕｲ 0:12:25
278 9388 大津 美奈 ｵｵﾂ ﾐﾅ 大津 歩 ｵｵﾂ ｱﾕﾐ 0:12:26
279 9413 加賀谷 佑子 ｶｶﾞﾔ ﾕｳｺ 加賀谷 梨桜 ｶｶﾞﾔ ﾘｵ 0:12:26
280 9344 石谷 謙光 ｲｼﾀﾆ ｶﾈﾐﾂ 石谷 美月 ｲｼﾀﾆ ﾐﾂﾞｷ 0:12:27
281 9477 込田 大輔 ｺﾐﾀ ﾀﾞｲｽｹ 森島 楓 ﾓﾘｼﾏ ﾌｳ 0:12:27
282 9639 萩原 幸太郎 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 萩原 彩乃 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾉ 0:12:27
283 9547 鈴木 美菜子 ｽｽﾞｷ ﾐﾅｺ 鈴木 暖乃奏 ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 0:12:28
284 9554 薗田 利男 ｿﾉﾀﾞ ﾄｼｵ 薗田 栞歩 ｿﾉﾀﾞ ｼﾎ 0:12:29
285 9644 畠山 泉 ﾊﾀｹﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 堤 桜翔 ﾂﾂﾐ ﾊﾙﾄ 0:12:30
286 9538 鈴木 建哉 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾔ 鈴木 智葉 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊ 0:12:30
287 9327 有田 涼子 ｱﾘﾀ ﾘｮｳｺ 有田 花帆 ｱﾘﾀ ｶﾎ 0:12:31
288 9346 石丸 泰央 ｲｼﾏﾙ ﾔｽｵ 石丸 叶望 ｲｼﾏﾙ ｶﾅﾐ 0:12:32
289 9670 ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ 0:12:32
290 9503 笹崎 順子 ｻｻｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 笹崎 朝輝 ｻｻｻﾞｷ ｱｻｷ 0:12:33
291 9543 鈴木 千尋 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 鈴木 千結 ｽｽﾞｷ ﾁﾕ 0:12:33
292 9584 玉川 香織 ﾀﾏｶﾞﾜ ｶｵﾘ 玉川 琉桜 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾘｵ 0:12:33
293 9682 前田 洋一郎 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 前田 陽翔 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 0:12:36
294 9521 渋澤 範興 ｼﾌﾞｻﾜ ﾉﾘｵｷ 渋沢 青 ｼﾌﾞｻﾜ ｼﾞｮｳ 0:12:36
295 9325 新井 寛和 ｱﾗｲ ﾋﾛｶｽﾞ 新井 寛大 ｱﾗｲ ｶﾝﾀ 0:12:37
296 9336 池田 裕介 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 池田 陽香 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 0:12:38
297 9468 小林 亜以子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ 小林 亜由美 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 0:12:39
298 9314 浅野 恵一 ｱｻﾉ ｹｲｲﾁ 浅野 壮 ｱｻﾉ ｿｳ 0:12:39
299 9748 横野 美樹 ﾖｺﾉ ﾐｷ 横野 凌 ﾖｺﾉ ﾘｮｳ 0:12:41
300 9534 杉本 幸 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾁ 杉本 聡祐 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳｽｹ 0:12:42
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301 9449 木所 郁男 ｷﾄﾞｺﾛ ｲｸｵ 木所 瑛 ｷﾄﾞｺﾛ ﾊﾅ 0:12:42
302 9661 福島 大樹 ﾌｸｼﾏ ﾀﾞｲｷ 福島 桜晴 ﾌｸｼﾏ ｵｳｾｲ 0:12:43
303 9645 畠山 征 ﾊﾀｹﾔﾏ ｾｲ 畠山 結 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｲ 0:12:43
304 9666 藤居 智子 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｺ 藤居 虎太朗 ﾌｼﾞｲ ｺﾀﾛｳ 0:12:43
305 9408 小野寺 智史 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄｼ 小野寺 仁哉 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞﾝﾔ 0:12:46
306 9550 鈴木 良彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ 鈴木 和瑚 ｽｽﾞｷ ﾜｺ 0:12:47
307 9684 真秀 健一 ﾏｼｭｳ ｹﾝｲﾁ 真秀 優吾 ﾏｼｭｳ ﾕｳｺﾞ 0:12:49
308 9331 飯塚 覚 ｲｲﾂﾞｶ ｻﾄﾙ 飯塚 幸 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｷ 0:12:54
309 9464 古久保 亜由美 ｺｸﾎﾞ ｱﾕﾐ 古久保 季良 ｺｸﾎﾞ ｷﾘｮｳ 0:12:54
310 9453 木元 典子 ｷﾓﾄ ﾉﾘｺ 木元 雄大 ｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 0:12:55
311 9743 山本 和代 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖ 山本 知果 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ 0:12:56
312 9605 永井 雅人 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾄ 永井 葵理 ﾅｶﾞｲ ﾋﾏﾘ 0:12:56
313 9421 加藤 宏樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 加藤 悠晴 ｶﾄｳ ﾕｳｾｲ 0:12:56
314 9595 當銘 清剛 ﾄｳﾒ ｷﾖﾀｶ 當銘 琉花 ﾄｳﾒ ﾙｶ 0:12:57
315 9562 高橋 麻利子 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｺ 高橋 瑞季 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 0:12:57
316 9480 小宮山 良実 ｺﾐﾔﾏ ﾖｼﾐ 小宮山 夏希 ｺﾐﾔﾏ ﾅﾂｷ 0:12:57
317 9332 飯塚 智美 ｲｲﾂﾞｶ ﾄﾓﾐ 飯塚 大翔 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾄ 0:12:58
318 9482 近藤 泰彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋｺ 近藤 玲 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 0:12:59
319 9472 小林 哲雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｵ 小林 純希 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｷ 0:12:59
320 9474 小林 美緒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 小林 彩夏 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾅ 0:13:00
321 9375 榎田 昌生 ｴﾉｷﾀﾞ ﾏｻｵ 榎田 健吾 ｴﾉｷﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 0:13:00
322 9381 扇本 一彦 ｵｵｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 扇本 絆那 ｵｵｷﾞﾓﾄ ﾊﾝﾅ 0:13:00
323 9553 須藤 洋子 ｽﾄﾞｳ ﾖｳｺ 須藤 由敦 ｽﾄﾞｳ ﾕﾂﾞﾙ 0:13:00
324 9549 鈴木 桃子 ｽｽﾞｷ ﾓﾓｺ 鈴木 歩陽人 ｽｽﾞｷ ﾌﾋﾄ 0:13:01
325 9461 小泉 綾 ｺｲｽﾞﾐ ｱﾔ 小泉 遥夏 ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 0:13:01
326 9719 森田 寛子 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｺ 森田 雄介 ﾓﾘﾀ ﾕｳｽｹ 0:13:01
327 9304 青木 理江子 ｱｵｷ ﾘｴｺ 青木 咲樹 ｱｵｷ ｻｷ 0:13:01
328 9714 本村 祥江 ﾓﾄﾑﾗ ｻﾁｴ 本村 瑠菜 ﾓﾄﾑﾗ ﾙﾅ 0:13:02
329 9740 山城 理仁 ﾔﾏｼﾛ ﾏｻﾋﾄ 山城 咲桜 ﾔﾏｼﾛ ｻｻ 0:13:02
330 9589 坪 恭子 ﾂﾎﾞ ｷｮｳｺ 坪 太睦 ﾂﾎﾞ ﾀｲﾁ 0:13:02
331 9504 佐藤 昭広 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 佐藤 悠之助 ｻﾄｳ ﾕｳﾉｽｹ 0:13:02
332 9369 植松 里美 ｳｴﾏﾂ ｻﾄﾐ 植松 咲月 ｳｴﾏﾂ ｻﾂｷ 0:13:03
333 9583 谷野 由布子 ﾀﾆﾉ ﾕｳｺ 谷野 壮馬 ﾀﾆﾉ ｿｳﾏ 0:13:03
334 9532 庄司 修子 ｼｮｳｼﾞ ｼｭｳｺ 庄司 光希 ｼｮｳｼﾞ ﾐﾂｷ 0:13:04
335 9500 櫻井 秀憲 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 櫻井 彩珠 ｻｸﾗｲ ｱｽﾞ 0:13:04
336 9687 松下 奈智 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾁ 松下 寧々 ﾏﾂｼﾀ ﾈﾈ 0:13:04
337 9556 髙田 啓子 ﾀｶﾀﾞ ｹｲｺ 中村 咲友 ﾅｶﾑﾗ ｻﾕ 0:13:04
338 9311 浅井 智美 ｱｻｲ ﾄﾓﾐ 浅井 咲絢 ｱｻｲ ｻﾔ 0:13:05
339 9475 小松 奈央 ｺﾏﾂ ﾅｵ 小松 千優 ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ 0:13:05
340 9764 和田 尚子 ﾜﾀﾞ ﾅｵｺ 和田 健太朗 ﾜﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 0:13:06
341 9568 竹下 毅 ﾀｹｼﾀ ﾂﾖｼ 竹下 遥斗 ﾀｹｼﾀ ﾊﾙﾄ 0:13:08
342 9565 田杭 典子 ﾀｸﾞｲ ﾉﾘｺ 田杭 淳 ﾀｸﾞｲ ｼﾞｭﾝ 0:13:08
343 9309 赤星 学 ｱｶﾎｼ ﾏﾅﾌﾞ 赤星 結菜 ｱｶﾎｼ ﾕｲﾅ 0:13:09
344 9352 板花 一孝 ｲﾀﾊﾅ ｶｽﾞﾀｶ 板花 紗和 ｲﾀﾊﾅ ｻﾜ 0:13:10
345 9716 森泉 志穂 ﾓﾘｲｽﾞﾐ ｼﾎ 森泉 希恵 ﾓﾘｲｽﾞﾐ ｷｴ 0:13:11
346 9357 伊藤 聡史 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 伊藤 洸希 ｲﾄｳ ｺｳｷ 0:13:12
347 9364 今井 佳和 ｲﾏｲ ﾖｼｶｽﾞ 今井 遼佳 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 0:13:14
348 9447 岸部 祐治 ｷｼﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 岸部 薫乃 ｷｼﾍﾞ ﾕｷﾉ 0:13:15
349 9484 今野 秀幸 ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 今野 心花 ｺﾝﾉ ｺｺﾅ 0:13:17
350 9617 中西 聡 ﾅｶﾆｼ ｻﾄｼ 中西 柚菜 ﾅｶﾆｼ ﾕﾅ 0:13:18
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351 9723 八木 望 ﾔｷﾞ ﾉｿﾞﾐ 八木 和奏 ﾔｷﾞ ﾜｶﾅ 0:13:18
352 9615 長津 健二 ﾅｶﾞﾂ ｹﾝｼﾞ 長津 瑛斗 ﾅｶﾞﾂ ｴｲﾄ 0:13:19
353 9425 金井 一浩 ｶﾅｲ ｶｽﾞﾋﾛ 金井 俊憲 ｶﾅｲ ﾄｼﾉﾘ 0:13:19
354 9705 宮川 直房 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵﾌｻ 宮川 瑛大 ﾐﾔｶﾞﾜ ｴｲﾀ 0:13:19
355 9380 Ｎ ＣＨＵＫ ＪＡＬＡ ｴﾝﾁｭｸ ｼﾞｬﾗ Ｎ ＣＨＵＫ ＪＵＮＫＯ ｴﾝﾁｭｸ ｼﾞｭﾝｺ 0:13:20
356 9384 大嶋 勇紀 ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ 大嶋 佑奈 ｵｵｼﾏ ﾕｳﾅ 0:13:20
357 9619 中美 富美子 ﾅｶﾐ ﾌﾐｺ 中美 ひなた ﾅｶﾐ ﾋﾅﾀ 0:13:20
358 9646 花舘 彩子 ﾊﾅﾀﾞﾃ ｻｲｺ 花舘 慶治 ﾊﾅﾀﾞﾃ ｹｲｼﾞ 0:13:21
359 9394 岡野 智樹 ｵｶﾉ ﾄﾓｷ 岡野 広歩 ｵｶﾉ ﾋﾛﾑ 0:13:21
360 9594 東海林 暁子 ﾄｳｶｲﾘﾝ ｱｷｺ 東海林 乃彩 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾉｱ 0:13:22
361 9315 浅見 大輔 ｱｻﾐ ﾀﾞｲｽｹ 浅見 駿太 ｱｻﾐ ｼｭﾝﾀ 0:13:23
362 9683 牧野 祐介 ﾏｷﾉ ﾕｳｽｹ 牧野 蒼士 ﾏｷﾉ ｱｵﾄ 0:13:24
363 9689 松田 彩 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾔ 松田 拓夢 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾑ 0:13:24
364 9612 中須 一郎 ﾅｶｽ ｲﾁﾛｳ 中須 千広 ﾅｶｽ ﾁﾋﾛ 0:13:24
365 9701 三上山 紗江 ﾐｶﾐﾔﾏ ｻｴ 三上山 颯一 ﾐｶﾐﾔﾏ ｿｳｲﾁ 0:13:24
366 9662 福田 文恵 ﾌｸﾀﾞ ﾌﾐｴ 福田 明花 ﾌｸﾀﾞ ｻﾔｶ 0:13:25
367 9366 岩井 安博 ｲﾜｲ ﾔｽﾋﾛ 岩井 笑理 ｲﾜｲ ｴﾐﾘ 0:13:25
368 9450 城處 洋輔 ｷﾄﾞｺﾛ ﾖｳｽｹ 城處 綾汰 ｷﾄﾞｺﾛ ﾘｮｳﾀ 0:13:25
369 9322 新井 隆史 ｱﾗｲ ﾀｶﾌﾐ 新井 凛音 ｱﾗｲ ﾘｵﾝ 0:13:26
370 9576 田中 理 ﾀﾅｶ ｻﾀﾞﾑ 田中 咲妃 ﾀﾅｶ ｻｷ 0:13:27
371 9601 戸谷 彰吾 ﾄﾔ ｼｮｳｺﾞ 戸谷 巧 ﾄﾔ ﾀｸﾐ 0:13:27
372 9569 竹田 和恵 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｴ 竹田 杏奈 ﾀｹﾀﾞ ｱﾝﾅ 0:13:27
373 9347 泉 美博 ｲｽﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 泉 晴菜 ｲｽﾞﾐ ｾｲﾅ 0:13:31
374 9367 岩泉 円 ｲﾜｲｽﾞﾐ ﾏﾄﾞｶ 岩泉 昌杜 ｲﾜｲｽﾞﾐ ｱｷﾄ 0:13:33
375 9742 山寺 孝明 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾀｶｱｷ 山寺 未羽花 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾐﾜｶ 0:13:35
376 9492 佐伯 勇 ｻｴｷ ｲｻﾑ 佐伯 陽介 ｻｴｷ ﾖｳｽｹ 0:13:36
377 9418 鹿渡 秀一 ｶﾄﾞ ｼｭｳｲﾁ 鹿渡 さくら ｶﾄﾞ ｻｸﾗ 0:13:36
378 9593 寺原 和孝 ﾃﾗﾊﾗ ｶｽﾞﾀｶ 寺原 武蔵 ﾃﾗﾊﾗ ﾑｻｼ 0:13:36
379 9735 山口 りか ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｶ 山口 朝愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｴ 0:13:38
380 9734 山口 未来 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｷ 山口 煌騎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 0:13:39
381 9651 平井 悠一 ﾋﾗｲ ﾕｳｲﾁ 平井 歩高 ﾋﾗｲ ﾎﾀｶ 0:13:41
382 9602 鳥飼 孝治 ﾄﾘｶｲ ｺｳｼﾞ 鳥飼 悠真 ﾄﾘｶｲ ﾕｳﾏ 0:13:48
383 9374 梅原 貴志 ｳﾒﾊﾗ ﾀｶｼ 梅原 美緒 ｳﾒﾊﾗ ﾐｵ 0:13:49
384 9437 川嶋 栄子 ｶﾜｼﾏ ｴｲｺ 川嶋 夏歩 ｶﾜｼﾏ ｶﾎ 0:13:55
385 9611 中島 真由美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕﾐ 中島 麻菜美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾅﾐ 0:13:58
386 9358 伊東 武 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 伊東 遥 ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 0:14:01
387 9739 山下 麻里子 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾘｺ 山下 悠人 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾄ 0:14:01
388 9527 志村 彰信 ｼﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 志村 祈莉 ｼﾑﾗ ｲﾉﾘ 0:14:02
389 9419 加藤 紋子 ｶﾄｳ ｱﾔｺ 加藤 茉由子 ｶﾄｳ ﾏﾕｺ 0:14:03
390 9305 青島 弓子 ｱｵｼﾏ ﾕﾐｺ 青島 笑実子 ｱｵｼﾏ ｴﾐｺ 0:14:04
391 9616 永友 聡弘 ﾅｶﾞﾄﾓ ｱｷﾋﾛ 永友 愛椛 ﾅｶﾞﾄﾓ ｱｲｶ 0:14:04
392 9598 戸田 理恵子 ﾄﾀﾞ ﾘｴｺ 戸田 凜 ﾄﾀﾞ ﾘﾝ 0:14:06
393 9760 若林 敦 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 若林 優奈 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ 0:14:09
394 9631 西村 誠 ﾆｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 西村 優花 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ 0:14:10
395 9379 鰭沼 麻理恵 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾏﾘｴ 鰭沼 紘希 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾋﾛｷ 0:14:12
396 9530 下田 昌宏 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 下田 真愛 ｼﾓﾀﾞ ﾏｲ 0:14:13
397 9462 古賀 茂雄 ｺｶﾞ ｼｹﾞｵ 古賀 七海 ｺｶﾞ ﾅﾅﾐ 0:14:15
398 9520 柴田 千賀 ｼﾊﾞﾀ ﾁｶ 柴田 康佑 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ 0:14:17
399 9416 風間 浩子 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛｺ 風間 浩志 ｶｻﾞﾏ ｺｳｼ 0:14:18
400 9768 渡辺 秀幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 渡辺 秀馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾏ 0:14:19
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401 9563 高橋 美幸 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 高橋 侑李 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ 0:14:30
402 9698 丸重 達也 ﾏﾙｼｹﾞ ﾀﾂﾔ 丸重 彩花 ﾏﾙｼｹﾞ ｲﾛｶ 0:14:32
403 9463 小金 恭子 ｺｶﾞﾈ ｷｮｳｺ 小金 理紗 ｺｶﾞﾈ ﾘｻ 0:14:34
404 9373 内田 一郎 ｳﾁﾀﾞ ｲﾁﾛｳ 内田 直希 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 0:14:35
405 9624 奈良 孝雪 ﾅﾗ ﾀｶﾕｷ 横井 咲 ﾖｺｲ ｻｷ 0:14:36
406 9693 松村 春彦 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ 松村 来樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾗｲｷ 0:14:37
407 9319 阿部 政喜 ｱﾍﾞ ﾏｻｷ 阿部 大喜 ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 0:14:39
408 9502 佐々江 貴美 ｻｻｴ ﾀｶﾐ 佐々江 翼颯 ｻｻｴ ﾂﾊﾞｻ 0:14:39
409 9718 森田 英高 ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 森田 瑛斗 ﾓﾘﾀ ｴｲﾄ 0:14:41
410 9383 大島 紀之 ｵｵｼﾏ ﾉﾘﾕｷ 大島 一輝 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞｷ 0:14:45
411 9499 櫻井 孝行 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾕｷ 櫻井 莉花 ｻｸﾗｲ ﾘｶ 0:14:48
412 9626 新村 佳美 ﾆｲﾑﾗ ﾖｼﾐ 新村 真理 ﾆｲﾑﾗ ﾏﾘ 0:14:49
413 9405 小野 ゆか ｵﾉ ﾕｶ 小野 兼吾 ｵﾉ ｹﾝｺﾞ 0:14:51
414 9548 鈴木 美代子 ｽｽﾞｷ ﾐﾖｺ 木村 あかり ｷﾑﾗ ｱｶﾘ 0:14:53
415 9486 齋藤 健 ｻｲﾄｳ ｹﾝ 齋藤 孝樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 0:14:53
416 9321 新井 青史 ｱﾗｲ ｾｲｼ 新井 杏果 ｱﾗｲ ｷｮｳｶ 0:14:53
417 9524 渋谷 史恵 ｼﾌﾞﾔ ﾌﾐｴ 渋谷 涼音 ｼﾌﾞﾔ ｽｽﾞﾄ 0:14:57
418 9399 小越 みえこ ｵｺﾞｼ ﾐｴｺ 小越 暁葉 ｵｺﾞｼ ｼｮｳﾖｳ 0:15:02
419 9702 御子柴 しのぶ ﾐｺｼﾊﾞ ｼﾉﾌﾞ 御子柴 恵仁 ﾐｺｼﾊﾞ ｹｲﾄ 0:15:09
420 9427 金澤 亮介 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 金澤 恵介 ｶﾅｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 0:15:12
421 9632 根岸 史 ﾈｷﾞｼ ﾌﾐﾋﾄ 根岸 陽大 ﾈｷﾞｼ ﾋﾅﾀ 0:15:23
422 9329 飯嶋 昭行 ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾕｷ 飯嶋 心悠 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾕ 0:15:25
423 9762 早稲田 昌志 ﾜｾﾀﾞ ﾏｻｼ 早稲田 優花 ﾜｾﾀﾞ ﾕｳｶ 0:15:31
424 9301 相田 和美 ｱｲﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 相田 聖月菜 ｱｲﾀﾞ ｾｲﾅ 0:15:34
425 9438 川野 英樹 ｶﾜﾉ ﾋﾃﾞｷ 川野 新太 ｶﾜﾉ ｱﾗﾀ 0:15:38
426 9637 野村 忠志 ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 野村 咲月 ﾉﾑﾗ ｻﾂｷ 0:15:39
427 9535 杉山 敦志 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 杉山 優太 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾀ 0:15:56
428 9509 佐藤 千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 佐藤 遙美 ｻﾄｳ ﾊﾙﾐ 0:16:00
429 9511 佐藤 美樹 ｻﾄｳ ﾐｷ 佐藤 由布子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 0:16:13
430 9751 吉崎 しのぶ ﾖｼｻﾞｷ ｼﾉﾌﾞ 吉崎 颯仁 ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 0:16:29
431 9515 佐野 浩一 ｻﾉ ｺｳｲﾁ 佐野 美結 ｻﾉ ﾐﾕ 0:16:53
432 9660 福士 義泰 ﾌｸｼ ﾖｼﾔｽ 福士 碧奈 ﾌｸｼ ｱｵﾅ 0:16:55
433 9741 山田 和岐 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 山田 陽香 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 0:53:32
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