
ファミリーラン

順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 302 0:04:18 藤田 健/藤田 陸斗 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ/ﾌｼﾞﾀ ﾘｸﾄ

2 367 0:04:49 中原 武彦/中原 和花 ﾅｶﾊﾗ ﾀｹﾋｺ/ﾅｶﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ

3 371 0:04:50 角田 喜一/角田 緑 ｶｸﾀ ｷｲﾁ/ｶｸﾀ ﾘｮｸ

4 539 0:05:03 城島 清貴/城島 駈 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ｷﾖﾀｶ/ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ｶｹﾙ

5 391 0:05:05 伊藤 淳一/伊藤 明斗 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ/ｲﾄｳ ﾐﾝﾄ

6 452 0:05:14 四十物 大輔/四十物 良真 ｱｲﾓﾉ ﾀﾞｲｽｹ/ｱｲﾓﾉ ﾘｮｳﾏ

7 350 0:05:15 吉村 俊哉/吉村 陸 ﾖｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ/ﾖｼﾑﾗ ﾘｸ

8 661 0:05:17 大野 里紗/大野 陽希 ｵｵﾉ ﾘｻ/ｵｵﾉ ﾊﾙｷ

9 320 0:05:17 高橋 健一/高橋 輝 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ/ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ

10 554 0:05:18 三浦 友明/三浦 湊斗 ﾐｳﾗ ﾄﾓｱｷ/ﾐｳﾗ ﾐﾅﾄ

11 384 0:05:20 佐久間 大輔/佐久間 怜 ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ/ｻｸﾏ ﾚｲ

12 521 0:05:25 服部 泰卓/服部 大我 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾀｶ/ﾊｯﾄﾘ ﾀｲｶﾞ

13 351 0:05:27 栄 実穂子/栄 蒼介 ｻｶｴ ﾐﾎｺ/ｻｶｴ ｿｳｽｹ

14 415 0:05:30 佐藤 健輔/佐藤 柊哉 ｻﾄｳ ｹﾝｽｹ/ｻﾄｳ ｼｭｳﾔ

15 617 0:05:33 齊藤 晋也/齊藤颯真 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ/ｻｲﾄｳ ｿｳﾏ

16 395 0:05:39 松崎 太郎/松崎 蓮太郎 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾛｳ/ﾏﾂｻﾞｷ ﾚﾝﾀﾛｳ

17 555 0:05:39 増子 洋二/増子 駿作 ﾏｼｺ ﾖｳｼﾞ/ﾏｼｺ ｼｭﾝｻｸ

18 575 0:05:42 飯塚 和弘/飯塚 百香 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ/ｲｲﾂﾞｶ ﾓﾓｶ

19 501 0:05:42 長谷部 香里/長谷部 逞 ﾊｾﾍﾞ ｶｵﾘ/ﾊｾﾍﾞ ﾀｸﾏ

20 360 0:05:43 川中 祐樹/川中 芽衣 ｶﾜﾅｶ ﾕｳｷ/ｶﾜﾅｶ ﾒｲ

21 552 0:05:44 村瀬 裕之/村瀬 結菜 ﾑﾗｾ ﾋﾛﾕｷ/ﾑﾗｾ ﾕﾅ

22 604 0:05:45 北原 雄太/北原 拓斗 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾀ/ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾄ

23 488 0:05:47 山川 聖朗/山川 環 ﾔﾏｶﾜ ｾｲﾛｳ/ﾔﾏｶﾜ ﾀﾏｷ

24 450 0:05:49 林田 未帆/林田 あおい ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐﾎ/ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｵｲ

25 422 0:05:51 阿部 洋/阿部 航太郎 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ/ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ

26 330 0:05:53 藤原 佳代子/藤原 彩愛 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾖｺ/ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾅ

27 306 0:05:56 田口 堅士/田口 空 ﾀｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ/ﾀｸﾞﾁ ｿﾗ

28 396 0:05:57 青笹 剛士/青笹 隼大 ｱｵｻﾞｻ ﾀｹｼ/ｱｵｻﾞｻ ﾊﾔﾀ

29 328 0:06:10 中出 慎一/中出 沙和 ﾅｶﾃﾞ ｼﾝｲﾁ/ﾅｶﾃﾞ ｻﾜ

30 594 0:06:10 新谷 健城/新旅 蓮人 ｱﾗﾔ ﾀｹｷ/ｱﾗﾔ ﾚﾝﾄ

31 442 0:06:11 島崎 淳/島崎 龍之介 ｼﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ/ｼﾏｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ

32 512 0:06:12 王 鵬/王 宸? ｵｳ ﾎｳ/ｵｳ ｼﾝｳ

33 398 0:06:14 鈴木 繁/鈴木 優瑳 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ/ｽｽﾞｷ ﾕｳｻ

34 520 0:06:14 池上 剛 /池上 航 ｲｹｶﾞﾐ ﾂﾖｼ/ｲｹｶﾞﾐ ﾜﾀﾙ

35 331 0:06:15 齊藤 正寛/齊藤 大地 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ/ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

36 492 0:06:18 定野 亜津紗/定野 蒼介 ｻﾀﾞﾉ ｱﾂﾞｻ/ｻﾀﾞﾉ ｿｳｽｹ

37 305 0:06:19 内山 大助/内山 隼 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ/ｳﾁﾔﾏ ｼｭﾝ

38 374 0:06:22 高橋 裕康/高橋 遼 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾔｽ/ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ

39 378 0:06:22 村中 恵子/村中 航志郎 ﾑﾗﾅｶ ｹｲｺ/ﾑﾗﾅｶ ｺｳｼﾛｳ

40 370 0:06:24 今福 崇拓/今福 夏太 ｲﾏﾌｸ ﾀｶﾋﾛ/ｲﾏﾌｸ ﾅﾂﾀ

41 314 0:06:24 飯田 真澄/飯田 陽仁 ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾐ/ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾄ

42 469 0:06:24 米田 泰司郎/米田 安澄 ﾖﾈﾀﾞ ﾀｲｼﾞﾛｳ/ﾖﾈﾀﾞ ｱｽﾐ

43 432 0:06:24 伊勢 浩平/伊勢 百々花 ｲｾ ｺｳﾍｲ/ｲｾ ﾓﾓｶ



44 474 0:06:25 石川 治男/石川 瑠夏 ｲｼｶﾜ ﾊﾙｵ/ｲｼｶﾜ ﾙｶ

45 433 0:06:26 林田 真平/林田 まひろ ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ/ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ

46 405 0:06:27 坂内 信夫/坂内 悠真 ﾊﾞﾝﾅｲ ﾉﾌﾞｵ/ﾊﾞﾝﾅｲ ﾕｳﾏ

47 416 0:06:28 玉谷 光三/玉谷 颯菜 ﾀﾏﾀﾆ ﾐﾂｿﾞｳ/ﾀﾏﾀﾆ ｻﾅ

48 637 0:06:28 西岡 真嗣/西岡 輝 ﾆｼｵｶ ｼﾝｼﾞ/ﾆｼｵｶ ﾋｶﾙ

49 437 0:06:30 道江 邦宏/道江 優衣 ﾐﾁｴ ｸﾆﾋﾛ/ﾐﾁｴ ﾕｲ

50 456 0:06:33 石橋 欣尚/石橋 大政 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼﾅｵ/ｲｼﾊﾞｼ ﾀｲｾｲ

51 348 0:06:34 太田 貴雅/太田 美桜音 ｵｵﾀ ﾀｶﾏｻ/ｵｵﾀ ﾐｵﾈ

52 531 0:06:34 江端 邦夫/江端 奏真 ｴﾊﾞﾀ ｸﾆｵ/ｴﾊﾞﾀ ｿｳﾏ

53 337 0:06:36 六車 辰男/六車 恵菜 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾀﾂｵ/ﾑｸﾞﾙﾏ ｴﾅ

54 361 0:06:38 三浦 美帆/三浦 友帆里 ﾐｳﾗ ﾐﾎ/ﾐｳﾗ ﾕﾎﾘ

55 446 0:06:38 前田 愛/前田 壮 ﾏｴﾀﾞ ｱｲ/ﾏｴﾀﾞ ｿｳ

56 515 0:06:38 久保田 雄平/久保田 志歩 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾍｲ/ｸﾎﾞﾀ ｼﾎ

57 616 0:06:42 村上 陽介/村上 蕗雪 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｽｹ/ﾑﾗｶﾐ ﾛｾ

58 430 0:06:45 小山 毅/小山 賢悟 ｺﾔﾏ ﾂﾖｼ/ｺﾔﾏ ｹﾝｺﾞ

59 368 0:06:46 吉田 泰/吉田 悠人 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｼ/ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

60 561 0:06:47 徳田 拓馬/徳田 詩衣 ﾄｸﾀﾞ ﾀｸﾏ/ﾄｸﾀﾞ ｼｲ

61 301 0:06:50 高橋 雄一/高橋 真央 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ/ﾀｶﾊｼ ﾏｵ

62 667 0:06:51 井上 里佳/井上 寿樹 ｲﾉｳｴ ﾘｶ/ｲﾉｳｴ ﾄｼｷ

63 392 0:06:52 齋藤 朗/齋藤 直樹 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ/ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ

64 406 0:06:53 池田 順二/池田 悠真 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ/ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ

65 482 0:06:53 鈴木 慎太郎/鈴木 涼真 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ/ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ

66 569 0:06:54 竹本 幸介/竹本 幸平 ﾀｹﾓﾄ ｺｳｽｹ/ﾀｹﾓﾄ ｺｳﾍｲ

67 448 0:06:54 山下 晃弘/山下 和奏菜 ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ/ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ

68 580 0:06:55 伊藤 真紀恵/伊藤 真優 ｲﾄｳ ﾏｷｴ/ｲﾄｳ ﾏｳ

69 457 0:06:55 小塚 渚/小塚 授琉 ｺﾂﾞｶ ﾅｷﾞｻ/ｺﾂﾞｶ ｼﾞｭﾙ

70 503 0:06:56 小島 紗野/小島 遙斗 ｺｼﾞﾏ ｻﾔ/ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ

71 387 0:06:56 田中 和也/田中 心乃 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾔ/ﾀﾅｶ ｺｺﾉ

72 462 0:06:57 佐藤 里恵/佐藤 琉我 ｻﾄｳ ﾘｴ/ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ

73 379 0:07:02 金子 彰利/金子 颯真 ｶﾈｺ ｱｷﾄｼ/ｶﾈｺ ｿｳﾏ

74 346 0:07:02 財満 康太郎/財満 龍一 ｻﾞｲﾏ ｺｳﾀﾛｳ/ｻﾞｲﾏ ﾘｭｳｲﾁ

75 596 0:07:02 北村 祐志/北村 祥太郎 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ/ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ

76 344 0:07:11 矢尻 真実/矢尻 晃比呂 ﾔｼﾞﾘ ﾏｻﾐ/ﾔｼﾞﾘ ｱｷﾋﾛ

77 324 0:07:12 塩澤 葵/塩澤 凜 ｼｵｻﾞﾜ ｱｵｲ/ｼｵｻﾞﾜ ﾘﾝ

78 635 0:07:14 田中 拓馬/田中 雄大 ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ/ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ

79 639 0:07:15 岡田 恵介/岡田 美玲 ｵｶﾀﾞ ｹｲｽｹ/ｵｶﾀﾞ ﾐﾚｲ

80 564 0:07:16 亀田 透/亀田 心 ｶﾒﾀﾞ ﾄｵﾙ/ｶﾒﾀﾞ ｺｺﾛ

81 540 0:07:17 尾曲 美樹/尾曲 大輝 ｵﾏｶﾞﾘ ﾐｷ/ｵﾏｶﾞﾘ ﾀﾞｲｷ

82 668 0:07:18 秋山 沙耶花/秋山 颯亮 ｱｷﾔﾏ ｻﾔｶ/ｱｷﾔﾏ ｿｳｽｹ

83 444 0:07:18 岡田 裕樹/岡田 橙茉 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ/ｵｶﾀﾞ ﾄｳﾏ

84 467 0:07:19 四十物 結美/四十物 和真 ｱｲﾓﾉ ﾕﾐ/ｱｲﾓﾉ ｶｽﾞﾏ

85 423 0:07:19 柳田 陽一/柳田 壮眞 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾖｳｲﾁ/ﾔﾅｷﾞﾀ ｿｳﾏ

86 484 0:07:20 保科 隆之/保科 隆真 ﾎｼﾅ ﾀｶﾕｷ/ﾎｼﾅ ﾘｭｳﾏ

87 489 0:07:20 吉田 憲正/吉田 澪 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ/ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ

88 453 0:07:21 清田 美奈子/清田 匠真 ｾｲﾀ ﾐﾅｺ/ｾｲﾀ ﾀｸﾏ



89 567 0:07:21 菅根 恒治/菅根 朔歩 ｽｶﾞﾈ ｺｳｼﾞ/ｽｶﾞﾈ ｻｸﾄ

90 577 0:07:22 佐藤 敦子/佐藤 幸太朗 ｻﾄｳ ｱﾂｺ/ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

91 471 0:07:24 朴 宣映/李 是厚 ﾊﾟｸ ｿﾆｮﾝ/ｲ ｼﾌ

92 478 0:07:26 土橋 崇宏/土橋 大輝 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾀｶﾋﾛ/ﾄﾞﾊﾞｼ ﾀﾞｲｷ

93 477 0:07:30 土橋 真衣/土橋 七美 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾏｲ/ﾄﾞﾊﾞｼ ﾅﾅﾐ

94 312 0:07:30 藤井 さつき/藤井 有哉 ﾌｼﾞｲ ｻﾂｷ/ﾌｼﾞｲ ｱﾘﾔ

95 445 0:07:34 村田 大地/村田 快 ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲﾁ/ﾑﾗﾀ ｶｲ

96 549 0:07:35 開 結/開 梨央 ﾋﾗｷ ﾕｳ/ﾋﾗｷ ﾘｵ

97 472 0:07:35 近藤 まどか/近藤 ひなた ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾄﾞｶ/ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ

98 651 0:07:35 塩寺 典子/塩寺 航大 ｼｵﾃﾞﾗ ﾉﾘｺ/ｼｵﾃﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ

99 581 0:07:36 秋田 由美子/秋田 佳凛 ｱｷﾀ ﾕﾐｺ/ｱｷﾀ ｶﾘﾝ

100 566 0:07:36 増田 裕美/増田 涼太 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾐ/ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

101 381 0:07:39 森谷 陽子/森谷 慎 ﾓﾘﾔ ﾖｳｺ/ﾓﾘﾔ ｼﾝ

102 365 0:07:42 弓岡 由和/弓岡 莉緒 ﾕﾐｵｶ ﾖｼｶｽﾞ/ﾕﾐｵｶ ﾘｵ

103 493 0:07:43 真野 真希/真野 葵 ﾏﾉ ﾏｷ/ﾏﾉ ｱｵｲ

104 366 0:07:43 丹羽 友樹/丹羽 奏介 ﾆﾜ ﾄﾓｷ/ﾆﾜ ｿｳｽｹ

105 660 0:07:43 尾村 ﾏﾘ/尾村 圭介 ｵﾑﾗ ﾏﾘ/ｵﾑﾗ ｹｲｽｹ

106 612 0:07:44 北條 麻衣子/北條 海琉 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｲｺ/ﾎｳｼﾞｮｳ ｶｲﾙ

107 557 0:07:44 大平 麻衣/大平 心海 ｵｵﾋﾗ ﾏｲ/ｵｵﾋﾗ ｺｺﾐ

108 497 0:07:45 渡辺 克江/渡辺 晄成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｴ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ

109 591 0:07:45 二階堂 宏子/二階堂 宏音 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾋﾛｺ/ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ

110 417 0:07:47 保科 基美/保科 郁己 ﾎｼﾅ ﾓﾄﾐ/ﾎｼﾅ ｲｸﾐ

111 602 0:07:47 吉田 英美/吉田 篤隆 ﾖｼﾀﾞ ｴﾐ/ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾀｶ

112 553 0:07:48 高木 隆幸/高木 幸祐 ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾕｷ/ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ

113 519 0:07:48 蔦澤 幸恵/蔦澤 空大 ﾂﾀｻﾞﾜ ﾕｷｴ/ﾂﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ

114 514 0:07:50 富山 佐知子/富山 陽菜 ﾄﾐﾔﾏ ｻﾁｺ/ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾅ

115 336 0:07:50 高瀬 奈穂/高瀬 大翔 ﾀｶｾ ﾅﾎ/ﾀｶｾ ﾋﾛﾄ

116 641 0:07:52 岡田 大/岡田 仁 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ/ｵｶﾀﾞ ｼﾞﾝ

117 465 0:07:52 渡辺 淳也/渡辺 一杜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁﾄ

118 401 0:07:54 望月 圭/望月 優悟 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲ/ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｺﾞ

119 558 0:07:54 高橋 靖/高橋 良輔 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼ/ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ

120 610 0:07:54 斎藤 直子/斎藤 智颯 ｻｲﾄｳ ﾅｵｺ/ｻｲﾄｳ ﾁﾊﾔ

121 613 0:07:55 牧 仁美/牧 柑太 ﾏｷ ﾋﾄﾐ/ﾏｷ ｺｳﾀ

122 335 0:07:56 徳永 佳子/徳永 陽一郎 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼｺ/ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ

123 628 0:07:58 中沢 雪絵/中沢 佳輝 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷｴ/ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼﾃﾙ

124 451 0:07:58 工藤 宜之/工藤 拓真 ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ/ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾏ

125 618 0:07:59 矢部 恵利子/矢部太嗣 ﾔﾍﾞ ｴﾘｺ/ﾔﾍﾞﾓﾄﾂｸﾞ

126 372 0:07:59 荒井 恭子/荒井 耀介 ｱﾗｲ ｷｮｳｺ/ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ

127 656 0:08:00 河村 絵里香/河村 一途 ｶﾜﾑﾗ ｴﾘｶ/ｶﾜﾑﾗ ｲﾁﾄ

128 636 0:08:01 石井 葉子/石井 敦士 ｲｼｲ ﾖｳｺ/ｲｼｲ ｱﾂｼ

129 633 0:08:02 武山 宙/武山 愛理 ﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｼ/ﾀｹﾔﾏ ｱｲﾘ

130 614 0:08:04 森永 久子/森永 遥人 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾋｻｺ/ﾓﾘﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ

131 338 0:08:04 西村 和浩/西村 郷 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ/ﾆｼﾑﾗ ｺﾞｳ

132 409 0:08:05 今野 由香/今野 綾香 ｺﾝﾉ ﾕｶ/ｺﾝﾉ ｱﾔｶ

133 425 0:08:06 横山 まや/横山 仁 ﾖｺﾔﾏ ﾏﾔ/ﾖｺﾔﾏ ｼﾞﾝ



134 389 0:08:07 中村 真紀/中村 莉慈 ﾅｶﾑﾗ ﾏｷ/ﾅｶﾑﾗ ﾘﾁｶ

135 407 0:08:09 蛯原 久敬/蛯原 稜久 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋｻﾕｷ/ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘｸ

136 342 0:08:09 鈴木 昭則/鈴木 塁翔 ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾘ/ｽｽﾞｷ ﾙｲﾄ

137 352 0:08:10 久保田 亜希子/久保田 実侑 ｸﾎﾞﾀ ｱｷｺ/ｸﾎﾞﾀ ﾐﾕ

138 579 0:08:12 西城 克俊/西城 拓弥 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾂﾄｼ/ｻｲｼﾞｮｳ ﾀｸﾔ

139 535 0:08:12 石田 永樹/石田 悠樹 ｲｼﾀﾞ ｴｲｷ/ｲｼﾀﾞ ﾕｳｷ

140 386 0:08:13 田中 雅美/田中 南帆 ﾀﾅｶ ﾏｻﾐ/ﾀﾅｶ ﾅﾎ

141 538 0:08:13 小塚 香織/小塚 美空 ｺﾂﾞｶ ｶｵﾘ/ｺﾂﾞｶ ﾐｸ

142 402 0:08:15 播磨 善晴/播磨 亮太 ﾊﾘﾏ ﾖｼﾊﾙ/ﾊﾘﾏ ﾘｮｳﾀ

143 321 0:08:15 市来 寛志/市来 優希 ｲﾁｷ ﾋﾛｼ/ｲﾁｷ ﾕｷ

144 413 0:08:16 赤井 正幸/赤井 翔祐 ｱｶｲ ﾏｻﾕｷ/ｱｶｲ ｼｮｳｽｹ

145 649 0:08:17 佐藤 菜穂子/新谷 羽唯 ｻﾄｳ ﾅｵｺ/ｱﾗﾔ ｳｲ

146 495 0:08:18 飯川 愛美/飯川 陽将 ｲｲｶﾜ ｱｲﾐ/ｲｲｶﾜ ﾊﾙﾏ

147 382 0:08:18 白石 敏伸/白石 瑛士 ｼﾛｲｼ ﾄｼﾉﾌﾞ/ｼﾛｲｼ ｱｷﾋﾄ

148 315 0:08:20 内山 玲/内山 謙 ｳﾁﾔﾏ ﾚｲ/ｳﾁﾔﾏ ｹﾝ

149 427 0:08:23 北 敬子/北 和馬 ｷﾀ ｹｲｺ/ｷﾀ ｶｽﾞﾏ

150 654 0:08:23 斎藤 尚世/斎藤 航 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖ/ｻｲﾄｳ ｺｳ

151 329 0:08:24 中野 雅之/中野 結菜 ﾅｶﾉ ﾏｻﾕｷ/ﾅｶﾉ ﾕｳﾅ

152 585 0:08:25 村山 司/村山 芽維 ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ/ﾑﾗﾔﾏ ﾒｲ

153 317 0:08:26 越智 克枝/越智 咲絢 ｵﾁ ﾖｼｴ/ｵﾁ ｻｱﾔ

154 440 0:08:26 中村 幸広/中村 優沙 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ/ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｻ

155 309 0:08:27 吉澤 愛/吉澤 聖介 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｲ/ﾖｼｻﾞﾜ ｾｲｽｹ

156 522 0:08:27 相澤 直亮/相澤 小夏 ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵｱｷ/ｱｲｻﾞﾜ ｺﾅﾂ

157 611 0:08:28 梅木 敦史/梅木 大輝 ｳﾒｷ ｱﾂｼ/ｳﾒｷ ﾀﾞｲｷ

158 513 0:08:28 広岡 康治/広岡 環 ﾋﾛｵｶ ﾔｽﾊﾙ/ﾋﾛｵｶ ﾀﾏｷ

159 571 0:08:29 小林 健士/小林 奏壬 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ/ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｼﾞ

160 670 0:08:30 庄司 若葉/庄司 帆雫 ｼｮｳｼﾞ ﾜｶﾊﾞ/ｼｮｳｼﾞ ﾊﾝﾅ

161 578 0:08:30 小川 麻記子/小川 遼一郎 ｵｶﾞﾜ ﾏｷｺ/ｵｶﾞﾜ ﾘｮｩｲﾁﾛｳ

162 431 0:08:31 小田 孝子/小田 翔太 ｵﾀﾞ ﾀｶｺ/ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ

163 304 0:08:31 田中 政治/田中 龍音 ﾀﾅｶ ﾏｻﾊﾙ/ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ

164 353 0:08:31 菅原 麻里/菅原 涼子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾘ/ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳｺ

165 434 0:08:32 岡崎 秀雄/岡崎 弥桜 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ/ｵｶｻﾞｷ ﾐｵ

166 459 0:08:33 八幡 裕司/八幡 柚鈴 ﾔﾜﾀ ﾕｳｼﾞ/ﾔﾜﾀ ﾕｽﾞ

167 310 0:08:34 藤森 将昭/藤森 瑠奈 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻｱｷ/ﾌｼﾞﾓﾘ ﾙﾅ

168 658 0:08:35 森山 幸子/森山 芽衣 ﾓﾘﾔﾏ ｻﾁｺ/ﾓﾘﾔﾏ ﾒｲ

169 429 0:08:36 原 健樹/原 樹生 ﾊﾗ ﾀｹｷ/ﾊﾗ ｲﾂｷ

170 601 0:08:36 金子 和美/金子 波琉 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾐ/ｶﾈｺ ﾊﾙ

171 376 0:08:37 亀谷 美紗子/亀谷 正輔 ｶﾒﾀﾆ ﾐｻｺ/ｶﾒﾀﾆ ｼｮｳｽｹ

172 394 0:08:38 中村 真佐子/中村 夢 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｺ/ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒ

173 447 0:08:38 立花 奈緒子/立花 美織 ﾀﾁﾊﾅ ﾅｵｺ/ﾀﾁﾊﾅ ﾐｵﾘ

174 414 0:08:39 小野 浩一郎/小野 早百合 ｵﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ/ｵﾉ ｻﾕﾘ

175 399 0:08:40 奥村 二郎/奥村 梨紗 ｵｸﾑﾗ ｼﾞﾛｳ/ｵｸﾑﾗ ﾘｻ

176 412 0:08:40 篠崎 由紀子/篠崎 蒼太 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｷｺ/ｼﾉｻﾞｷ ｿｳﾀ

177 589 0:08:42 中田 勝之/中田 理香子 ﾅｶﾀﾞ ｶﾂﾕｷ/ﾅｶﾀﾞ ﾘｶｺ

178 356 0:08:43 楠田 茉由子/楠田 葵惟 ｸｽﾀﾞ ﾏﾕｺ/ｸｽﾀﾞ ｱｵｲ



179 511 0:08:43 畠野 美果/畠野 莉緒 ﾊﾀﾉ ﾐｶ/ﾊﾀﾉ ﾘｵ

180 533 0:08:44 榎本 靖子/榎本 偉人 ｴﾉﾓﾄ ﾔｽｺ/ｴﾉﾓﾄ ｲｸﾄ

181 674 0:08:46 荻原 彩子/荻原 蒼太朗 ｵｷﾞﾜﾗ ｱﾔｺ/ｵｷﾞﾜﾗ ｿｳﾀﾛｳ

182 303 0:08:46 藤田 直実/藤田 実和 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾐ/ﾌｼﾞﾀ ﾐﾜ

183 375 0:08:46 面川 卓弥/面川 惺南 ｵﾓｶﾜ ﾀｸﾔ/ｵﾓｶﾜ ｾﾅ

184 647 0:08:47 堀口 一郎/堀口 紗希 ﾎﾘｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ/ﾎﾘｸﾞﾁ ｻｷ

185 458 0:08:47 ﾊﾞﾄﾞｳｪ ﾄｩｼｬﾙ/ﾊﾞﾄﾞｳｪ ｽﾏﾋ ﾊﾞﾄﾞｳｪ ﾄｩｼｬﾙ/ﾊﾞﾄﾞｳｪ ｽﾏﾋ

186 438 0:08:48 ｺﾞｰﾌﾞﾙ ﾁｬﾄﾞﾏｲｹﾙ/ｺﾞｰﾌﾞﾙ 愛璃咲 ｺﾞｰﾌﾞﾙ ﾁｬﾄﾞﾏｲｹﾙ/ｺﾞｰﾌﾞﾙ ｱﾘｻ

187 584 0:08:48 荒川 麻衣/荒川 貴成 ｱﾗｶﾜ ﾏｲ/ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾅﾘ

188 487 0:08:49 志村 恭平/志村 大知 ｼﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ/ｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ

189 606 0:08:49 谷口 栄治/谷口 湊太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ/ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳﾀ

190 608 0:08:50 小山田 昌弘/小山田 好希 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ/ｵﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ

191 622 0:08:51 宮内 建樹/宮内 彩花 ﾐﾔｳﾁ ﾀﾃｷ/ﾐﾔｳﾁ ｱﾔｶ

192 543 0:08:52 林 友宏/林 弘之助 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ/ﾊﾔｼ ｺｳﾉｽｹ

193 349 0:08:52 吉岡 耕作/吉岡 美咲 ﾖｼｵｶ ｺｳｻｸ/ﾖｼｵｶ ﾐｻｷ

194 327 0:08:52 七條 怜子/七條 璃子 ｼﾁｼﾞｮｳ ﾚｲｺ/ｼﾁｼﾞｮｳ ﾘｺ

195 332 0:08:53 松本 陽子/松本 颯香 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ/ﾏﾂﾓﾄ ｿﾖｶ

196 659 0:08:53 根本 香代/根本 琉晟 ﾈﾓﾄ ｶﾖ/ﾈﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

197 646 0:08:53 奥山 敬子/奥山 蒼空 ｵｸﾔﾏ ｹｲｺ/ｵｸﾔﾏ ｿｳｱ

198 508 0:08:54 丸山 かおる/丸山 愛花 ﾏﾙﾔﾏ ｶｵﾙ/ﾏﾙﾔﾏ ｱｲｶ

199 644 0:08:54 節賀 智章/節賀 悠陽 ｾﾂｶﾞ ﾄﾓｱｷ/ｾﾂｶﾞ ﾊﾙﾋ

200 568 0:08:56 ｸﾝｽ佐々木 由美/ｸﾝｽ佐々木 幸夢 ｸﾝｽｻｻｷ ﾕﾐ/ｸﾝｽｻｻｷ ｻﾑ

201 588 0:08:58 重内 威男/重内 美遥 ｼｹﾞｳﾁ ﾀｹｵ/ｼｹﾞｳﾁ ﾐﾊﾙ

202 334 0:08:59 田中 裕二郎/田中 さくら ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ/ﾀﾅｶ ｻｸﾗ

203 570 0:09:00 市川 亜砂子/市川 輝 ｲﾁｶﾜ ｱｻｺ/ｲﾁｶﾜ ﾋｶﾙ

204 343 0:09:00 細川 雄史/細川 葵衣 ﾎｿｶﾜ ﾕｳｼﾞ/ﾎｿｶﾜ ｱｵｲ

205 441 0:09:02 矢島 礼/矢島 いろは ﾔｼﾞﾏ ﾚｲ/ﾔｼﾞﾏ ｲﾛﾊ

206 326 0:09:03 金子 賢一/金子 明日香 ｶﾈｺ ｹﾝｲﾁ/ｶﾈｺ ｱｽｶ

207 587 0:09:04 平田 園美/平田 珠菜 ﾋﾗﾀ ｿﾉﾐ/ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾅ

208 307 0:09:05 田口 あさ美/田口 寛奈 ﾀｸﾞﾁ ｱｻﾐ/ﾀｸﾞﾁ ｶﾝﾅ

209 572 0:09:06 今井 あゆみ/今井 咲良 ｲﾏｲ ｱﾕﾐ/ｲﾏｲ ｻｸﾗ

210 631 0:09:07 小田 充宏/小田 麻由子 ｵﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ/ｵﾀﾞ ﾏﾕｺ

211 323 0:09:07 安藤 純子/安藤 恵太 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｺ/ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ

212 483 0:09:08 阪井 悠介/阪井 すみれ ｻｶｲ ﾕｳｽｹ/ｻｶｲ ｽﾐﾚ

213 523 0:09:08 谷 有人/谷 妃菜 ﾀﾆ ﾕｳﾄ/ﾀﾆ ﾋﾅ

214 485 0:09:09 原 愛/原 海大 ﾊﾗ ｱｲ/ﾊﾗ ｶｲﾄ

215 311 0:09:09 橋本 龍/橋本 絆 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ/ﾊｼﾓﾄ ｷｽﾞﾅ

216 634 0:09:10 畑 洋平/畑 葵翔 ﾊﾀ ﾖｳﾍｲ/ﾊﾀ ｱｵﾄ

217 545 0:09:10 城光 大介/城光 圭大 ｼﾞｮｳｺｳ ﾀﾞｲｽｹ/ｼﾞｮｳｺｳ ｹｲﾀ

218 486 0:09:11 柿沢 麻由/柿沢 陽人 ｶｷｻﾜ ﾏﾕ/ｶｷｻﾜ ﾊﾙﾄ

219 530 0:09:12 本村 静華/本村 優貴 ﾓﾄﾑﾗ ｼｽﾞｶ/ﾓﾄﾑﾗ ﾕｳｷ

220 657 0:09:12 飯島 孝宏/飯島 大翔 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ/ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ

221 439 0:09:12 高橋 祥子/高橋 未帆 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ/ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ

222 390 0:09:13 大平 則明/大平 愛子 ｵｵﾋﾗ ﾉﾘｱｷ/ｵｵﾋﾗ ｱｲｺ

223 537 0:09:13 鈴木 孔生/鈴木 結芽 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ/ｽｽﾞｷ ﾕﾒ



224 454 0:09:16 仲光 美希/仲光 優甫 ﾅｶﾐﾂ ﾐｷ/ﾅｶﾐﾂ ﾕｳｽｹ

225 642 0:09:16 難波 耕太/難波 柊真 ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾀ/ﾅﾝﾊﾞ ｼｭｳﾏ

226 629 0:09:17 清水 康子/清水 柊 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｺ/ｼﾐｽﾞ ｼｭｳ

227 526 0:09:19 矢野 朝子/矢野 七海 ﾔﾉ ﾄﾓｺ/ﾔﾉ ﾅﾅﾐ

228 388 0:09:20 澤木 香代/澤木 七海 ｻﾜｷ ｶﾖ/ｻﾜｷ ﾅﾅﾐ

229 476 0:09:20 道江 美穂/道江 莉子 ﾐﾁｴ ﾐﾎ/ﾐﾁｴ ﾘｺ

230 491 0:09:21 松川 紘大/松川 颯志 ﾏﾂｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ/ﾏﾂｶﾜ ｿｳｼ

231 340 0:09:22 河野 真波/河野 直人 ｺｳﾉ ﾏﾅﾐ/ｺｳﾉ ﾅｵﾄ

232 532 0:09:22 須藤 鮎子/須藤 浬 ｽﾄﾞｳ ｱﾕｺ/ｽﾄﾞｳ ｶｲﾘ

233 517 0:09:25 長久保 晶代/長久保 龍世 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ｱｷﾖ/ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾘｭｳｾｲ

234 597 0:09:26 渡邊 研吾/渡邊 類 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ

235 666 0:09:27 古作 郁江/古作 茉衣香 ｺｻｸ ｲｸｴ/ｺｻｸ ﾏｲｶ

236 496 0:09:29 堀内 文普/堀内 陽斗 ﾎﾘｳﾁ ﾌﾐﾋﾛ/ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙﾄ

237 605 0:09:29 佐藤 直也/佐藤 叶多 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ/ｻﾄｳ ｶﾅﾀ

238 325 0:09:30 松永 博樹/松永 あかり ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｷ/ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ

239 420 0:09:30 吉野 寿江/吉野 正麒 ﾖｼﾉ ﾋｻｴ/ﾖｼﾉ ﾏｻｷ

240 560 0:09:30 TUAN DANGANH/DANGNGUYENTHUY AN ﾄｩｱﾝ ﾀﾞﾝｱﾝ/ﾀﾞﾝｸﾞｪﾝﾃｩｲ ｱﾝ

241 593 0:09:32 泉水 香澄/泉水 永遠 ｾﾝｽｲ ｶｽﾐ/ｾﾝｽｲ ﾄﾜ

242 475 0:09:33 高橋 真沙子/高橋 玄 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｺ/ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ

243 524 0:09:37 滝口 真弓/滝口 舜也 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ/ﾀｷｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ

244 603 0:09:38 玉谷 悠希/玉谷 詩桜 ﾀﾏﾀﾆ ﾕｷ/ﾀﾏﾀﾆ ｼｵ

245 643 0:09:40 山本 瑠伊/山本 朗生 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｲ/ﾔﾏﾓﾄ ﾛｲ

246 435 0:09:41 田邉 悠子/田邉 弘人 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ/ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ

247 470 0:09:41 和田 優子/和田 理桜 ﾜﾀﾞ ﾕｳｺ/ﾜﾀﾞ ﾘｵ

248 500 0:09:41 白土 和信/白土 陽大 ｼﾗﾄ ｶｽﾞﾉﾌﾞ/ｼﾗﾄ ﾊﾙﾀ

249 624 0:09:42 高橋 麻友子/高橋 知也 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕｺ/ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ

250 468 0:09:43 瀬戸川 琢磨/瀬戸川 葵 ｾﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾏ/ｾﾄｶﾞﾜ ｱｵｲ

251 671 0:09:44 加納 教子/加納 明堂 ｶﾉｳ ﾉﾘｺ/ｶﾉｳ ｱｷﾀｶ

252 548 0:09:45 永江 真弓/永江 いろは ﾅｶﾞｴ ﾏﾕﾐ/ﾅｶﾞｴ ｲﾛﾊ

253 544 0:09:45 矢倉 秀樹/矢倉 稜大 ﾔｸﾗ ﾋﾃﾞｷ/ﾔｸﾗ ﾘｮｳﾀ

254 400 0:09:46 木下 郁子/木下 和奏 ｷﾉｼﾀ ｲｸｺ/ｷﾉｼﾀ ﾜｶﾅ

255 525 0:09:46 田端 康宏/田端 心晴 ﾀﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ/ﾀﾊﾞﾀ ｺﾊﾙ

256 655 0:09:46 石崎 友恵/石崎 央登 ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓｴ/ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛﾄ

257 411 0:09:48 藤原 政昭/藤原 千聖 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｱｷ/ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｾ

258 408 0:09:48 椎名 剛/椎名 悠理 ｼｲﾅ ﾀｹｼ/ｼｲﾅ ﾕｳﾘ

259 354 0:09:49 玉江 美紀/玉江 彦多郎 ﾀﾏｴ ﾐｷ/ﾀﾏｴ ﾋｺﾀﾛｳ

260 373 0:09:49 高橋 光明/高橋 廉 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｱｷ/ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ

261 424 0:09:50 大塚 大/大塚 健 ｵｵﾂｶ ﾀﾞｲ/ｵｵﾂｶ ﾀｹﾙ

262 598 0:09:50 沼上 和秀/沼上 秀陽 ﾇﾏｶﾐ ｶｽﾞﾋﾃﾞ/ﾇﾏｶﾐ ｼｭｳﾔ

263 528 0:09:51 ﾃﾞｲヴｨｽ 恵美子/ﾃﾞｲヴｨｽ 叶華 ﾃﾞｲヴｨｽ ｴﾐｺ/ﾃﾞｲヴｨｽ ｷｮｳｶ

264 355 0:09:51 楠田 真也/楠田 愛真 ｸｽﾀﾞ ｼﾝﾔ/ｸｽﾀﾞ ｴﾏ

265 518 0:09:52 赤藤 司/赤藤 颯真 ｼｬｸﾄｳ ﾂｶｻ/ｼｬｸﾄｳ ｿｳﾏ

266 600 0:09:52 蛯名 操/蛯名 怜 ｴﾋﾞﾅ ﾐｻｵ/ｴﾋﾞﾅ ﾚｲ

267 339 0:09:52 桑原 卓/桑原 慧人 ｸﾜﾊﾗ ﾀｶｼ/ｸﾜﾊﾗ ｹｲﾄ

268 455 0:09:53 角田 育子/角田 貫太郎 ﾂﾉﾀﾞ ｲｸｺ/ﾂﾉﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ



269 630 0:09:54 星野 弘晃/星野 真希 ﾎｼﾉ ﾋﾛｱｷ/ﾎｼﾉ ﾏｷ

270 669 0:09:54 小川 克哉/小川 大樹 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾔ/ｵｶﾞﾜ ﾀｲｼﾞｭ

271 316 0:09:55 押本 芳晃/押本 一真 ｵｼﾓﾄ ﾖｼｱｷ/ｵｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

272 357 0:09:57 塚本 典敬/塚本 敬澄 ﾂｶﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ/ﾂｶﾓﾄ ｹｲﾄ

273 319 0:09:57 横山 哲也/横山 青葉 ﾖｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ/ﾖｺﾔﾏ ｱｵﾊﾞ

274 461 0:09:59 関 加織/関 和奏 ｾｷ ｶｵﾘ/ｾｷ ﾜｶﾅ

275 536 0:09:59 中西 素子/中西 江梨子 ﾅｶﾆｼ ﾓﾄｺ/ﾅｶﾆｼ ｴﾘｺ

276 650 0:10:00 YU ZHENRONG/JJ ZHANG ｸﾞ ｼﾝﾖｳ/ﾁｮｳ ｶｵﾝ

277 621 0:10:04 上野 有理/上野心瑚 ｳｴﾉ ﾕﾘ/ｳｴﾉ ﾐｺ

278 664 0:10:04 三浦 圭太/三浦 琉生 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ/ﾐｳﾗ ﾙｲ

279 426 0:10:06 浅川 信彦/浅川 優羽 ｱｻｶﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ/ｱｻｶﾜ ﾕｳｱ

280 632 0:10:09 岡本 直樹/岡本 文 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ/ｵｶﾓﾄ ﾌﾐ

281 583 0:10:12 深谷 久美子/深谷 清思郎 ﾌｶﾔ ｸﾐｺ/ﾌｶﾔ ｾｲｼﾛｳ

282 404 0:10:14 ﾍﾃﾞﾝｽｺｯｸﾞ 美穂/ﾍﾃﾞﾝｽｺｯｸﾞ 源蔵 ﾍﾃﾞﾝｽｺｯｸﾞ ﾐﾎ/ﾍﾃﾞﾝｽｺｯｸﾞ ｹﾞﾝｿﾞｳ

283 322 0:10:15 田島 寛之/田島 源真 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ/ﾀｼﾞﾏ ｹﾞﾝｼﾝ

284 563 0:10:16 丹波 まゆみ/丹波 柚希 ﾀﾝﾊﾞ ﾏﾕﾐ/ﾀﾝﾊﾞ ﾕｽﾞｷ

285 638 0:10:18 緒方 加奈子/緒方 里咲 ｵｶﾞﾀ ｶﾅｺ/ｵｶﾞﾀ ﾘｻ

286 341 0:10:20 川崎 康彦/川崎 琴美 ｶﾜｻｷ ﾔｽﾋｺ/ｶﾜｻｷ ｺﾄﾐ

287 551 0:10:24 實生 佑美/實生 康平 ﾐﾊﾞｴ ﾕｳﾐ/ﾐﾊﾞｴ ｺｳﾍｲ

288 607 0:10:30 平野 達士/平野 誠大 ﾋﾗﾉ ﾀﾂｼ/ﾋﾗﾉ ｾｲﾀﾞｲ

289 576 0:10:32 西条 ゆう子/西条 愛唯 ｻｲｼﾞｮｳ ﾕｳｺ/ｻｲｼﾞｮｳ ﾒｲ

290 507 0:10:32 若狭 瑠美子/若狭 実織 ﾜｶｻ ﾙﾐｺ/ﾜｶｻ ﾐｵﾘ

291 403 0:10:34 川辺 貴之/川辺 紗良 ｶﾜﾍﾞ ﾀｶﾕｷ/ｶﾜﾍﾞ ｻﾗ

292 516 0:10:34 石橋 良浩/石橋 芽依 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼﾋﾛ/ｲｼﾊﾞｼ ﾒｲ

293 481 0:10:39 寺島 秀美/寺島 未来 ﾃﾗｼﾏ ﾋﾃﾞﾐ/ﾃﾗｼﾏ ﾐｸ

294 599 0:10:40 中村 真里/中村 慎吾 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘ/ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ

295 640 0:10:40 林 鈺泓/林 之凱 ﾘﾝ ｷﾞｮｸｺｳ/ﾘﾝ ｼｶｲ

296 565 0:10:41 橋爪 あかね/橋爪 和香 ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｶﾈ/ﾊｼﾂﾞﾒ ﾜｶ

297 380 0:10:43 渡邉 みのり/渡邉 琉衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾘ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ

298 648 0:10:45 宮城 寛也/宮城 美結 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛﾔ/ﾐﾔｷﾞ ﾐﾕ

299 421 0:10:49 森田 健一/森田 壮哉 ﾓﾘﾀ ｹﾝｲﾁ/ﾓﾘﾀ ｿｳﾔ

300 625 0:10:51 松永 徳子/松永 創介 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾉﾘｺ/ﾏﾂﾅｶﾞ ｿｳｽｹ

301 504 0:10:53 米島 奈緒/米島 瑠那 ﾖﾈｼﾞﾏ ﾅｵ/ﾖﾈｼﾞﾏ ﾙﾅ

302 498 0:11:05 伊多波 輔/伊多波 蒼 ｲﾀﾊﾞ ﾀｽｸ/ｲﾀﾊﾞ ｱｵｲ

303 506 0:11:08 藤澤 美帆/藤澤 柚希 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾎ/ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ

304 466 0:11:10 新屋敷 幸佑/新屋敷 勇志 ｼﾝﾔｼｷ ｺｳｽｹ/ｼﾝﾔｼｷ ﾂﾖｼ

305 562 0:11:14 戸田 雅彦/戸田 琉生 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾋｺ/ﾄﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

306 542 0:11:16 田村 将/田村 咲希 ﾀﾑﾗ ｼｮｳ/ﾀﾑﾗ ｻｷ

307 595 0:11:16 由川 格/由川 七楓 ﾖｼｶﾜ ｲﾀﾙ/ﾖｼｶﾜ ﾅﾅｶ

308 418 0:11:18 大塚 真弓/大塚 康 ｵｵﾂｶ ﾏﾕﾐ/ｵｵﾂｶ ﾔｽｼ

309 449 0:11:18 石井 健太郎/石井 優太 ｲｼｲ ｹﾝﾀﾛｳ/ｲｼｲ ﾕｳﾀ

310 547 0:11:18 岩崎 満/岩崎 花凛 ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾙ/ｲﾜｻｷ ｶﾘﾝ

311 645 0:11:21 忠元 美花/忠元 諒平 ﾀﾀﾞﾓﾄ ﾐｶ/ﾀﾀﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ

312 436 0:11:21 土田 正和/土田 朋果 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ/ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓｶ

313 619 0:11:22 堀川 美香子/堀川 聡 ﾎﾘｶﾜ ﾐｶｺ/ﾎﾘｶﾜ ｻﾄｼ



314 541 0:11:27 海老原 侑希/海老原 和 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｷ/ｴﾋﾞﾊﾗ ﾖﾘ

315 505 0:11:46 松田 遼/松田 怜 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ/ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲ

316 662 0:11:50 冨永 朝美/冨永 小茉希 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ/ﾄﾐﾅｶﾞ ｺﾏｷ

317 385 0:11:57 阿部 裕司/阿部 菜月 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ/ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ

318 673 0:11:58 矢板 千恵/矢板 勇一郎 ﾔｲﾀ ﾁｴ/ﾔｲﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ

319 362 0:12:06 富澤 博美/富澤 ｼﾞｬｽﾐﾝ華 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ/ﾄﾐｻﾞﾜ ｼﾞｬｽﾐﾝﾊﾅ

320 574 0:12:17 木ﾉ下 亮治/木ﾉ下 新 ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳｼﾞ/ｷﾉｼﾀ ｱﾗﾀ

321 473 0:12:29 工藤 いずみ/工藤 悠真 ｸﾄﾞｳ ｲｽﾞﾐ/ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ

322 527 0:12:41 中島 恵一/中島 空色 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｲﾁ/ﾅｶｼﾞﾏ ｱｵｲ

323 347 0:12:42 藤堂 悟/ﾄｳﾄﾞｳ 新太 ﾄｳﾄﾞｳ ｻﾄﾙ/ﾄｳﾄﾞｳ ｱﾗﾀ

324 663 0:12:50 大野 敦/大野 愛実 ｵｵﾉ ｱﾂｼ/ｵｵﾉ ﾏﾅﾐ

325 672 0:13:11 根津 朱沙/根津 重人 ﾈﾂﾞ ｱｹｻ/ﾈﾂﾞ ｼｹﾞﾄ

326 556 0:13:20 坂上 純平/坂上 愛依 ｻｶｳｴ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ/ｻｶｳｴ ﾒｲ

327 494 0:13:24 金本 友美/金本 悠成 ｶﾈﾓﾄ ﾄﾓﾐ/ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｾｲ

328 586 0:13:42 武谷 洋子/武谷 そよは ﾀｹﾀﾆ ﾖｳｺ/ﾀｹﾀﾆ ｿﾖﾊ

329 318 0:13:57 三ヶ尻 忠敬/三ヶ尻 磨白 ﾐｶｼﾞﾘ ﾀﾀﾞﾋﾛ/ﾐｶｼﾞﾘ ﾏｼﾛ

330 479 0:14:03 岡田 麻依/岡田 結音 ｵｶﾀﾞ ﾏｲ/ｵｶﾀﾞ ﾕﾈ

331 410 0:14:03 垣見 範子/垣見 咲花 ｶｷﾐ ﾉﾘｺ/ｶｷﾐ ﾊﾅ

332 393 0:14:42 佐武 広隆/佐武 勇飛 ｻﾀｹ ﾋﾛﾀｶ/ｻﾀｹ ﾕｳﾋ

333 653 0:14:46 新谷 亜希子/新谷 そよ ｱﾗﾔ ｱｷｺ/ｱﾗﾔ ｿﾖ

334 529 0:14:55 鶴田 真理子/鶴田 大貴 ﾂﾙﾀ ﾏﾘｺ/ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾀｶ

335 615 0:15:03 設楽 依実/設楽 結渚 ｼﾀﾞﾗ ｴﾐ/ｼﾀﾞﾗ ﾕｲﾅ


