ファミリーラン（1.2km）総合
順位 ナンバー

タイム

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

1

105 0:04:22 石橋 智秋/石橋 なのは

ｲｼﾊﾞｼ ﾄﾓｱｷ/ｲｼﾊﾞｼ ﾅﾉﾊ

2

101 0:04:23 稲毛 広幸/稲毛 葵保

ｲﾅｹﾞ ﾋﾛﾕｷ/ｲﾅｹﾞ ｷﾎ

3

204 0:04:34 谷 龍一/谷 光翔

ﾀﾆ ﾘｭｳｲﾁ/ﾀﾆ ﾐﾅﾄ

4

111 0:04:37 猪野尾 雅之/猪野尾 真優

ｲﾉｵ ﾀｶﾕｷ/ｲﾉｵ ﾏﾕ

5

110 0:04:41 田中 夏樹/田中 蒼馬

ﾀﾅｶ ﾅﾂｷ/ﾀﾅｶ ｿｳﾏ

6

123 0:04:50 宮崎 智成/宮崎 仁汰

ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ/ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝﾀ

7

109 0:04:53 小野 浩一郎/小野 紘毅

ｵﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ/ｵﾉ ｺｳｷ

8

118 0:04:54 佐藤 健太郎/佐藤 知隼

ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ/ｻﾄｳ ﾁﾊﾔ

9

120 0:04:58 藤原 佳代子/藤原 彩愛

ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾖｺ/ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾅ

10

106 0:05:01 佐久間 大輔/佐久間 怜

ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ/ｻｸﾏ ﾚｲ

11

103 0:05:06 田中 充/田中 郁奈

ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ/ﾀﾅｶ ﾌﾐﾅ

12

102 0:05:08 斉藤 晋也/斉藤 颯真

ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ/ｻｲﾄｳ ｿｳﾏ

13

112 0:05:10 小塚 香織/小塚 美空

ｺﾂﾞｶ ｶｵﾘ/ｺﾂﾞｶ ﾐｸ

14

134 0:05:11 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

15

132 0:05:12 赤木 悠太/赤木 奏斗

ｱｶｷﾞ ﾕｳﾀ/ｱｶｷﾞ ｶﾅﾄ

16

214 0:05:17 後藤 聖治/後藤 悠治

ｺﾞﾄｳ ｾｲｼﾞ/ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ

17

248 0:05:24 山崎 武範/山崎 昊

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾉﾘ/ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ

18

230 0:05:25 飯田 忠司/飯田 陽仁

ｲｲﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ/ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾄ

19

135 0:05:29 三宅 麻子/三宅 桜奈

ﾐﾔｹ ｱｻｺ/ﾐﾔｹ ｻﾅ

20

324 0:05:32 三宅 清史/三宅 翔大

ﾐﾔｹ ｷﾖｼ/ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ

21

223 0:05:33 木澤 健人/木澤 勇仁

ｷｻﾞﾜ ﾀｹﾄ/ｷｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

22

313 0:05:37 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

23

236 0:05:38 小塚 渚/小塚 授琉

ｺﾂﾞｶ ﾅｷﾞｻ/ｺﾂﾞｶ ｼﾞｭﾙ

24

203 0:05:40 渡辺 義明/渡辺 結月

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ

25

130 0:05:41 五木田 高明/五木田 慶吾

ｺﾞｷﾀ ﾀｶｱｷ/ｺﾞｷﾀ ｹｲｺﾞ

26

242 0:05:47 新谷 健城/新谷 律然

ｱﾗﾔ ﾀｹｷ/ｱﾗﾔ ﾘﾂｱｷ

27

149 0:05:50 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

28

218 0:05:52 津野 朋也/津野 達哉

ﾂﾉ ﾄﾓﾔ/ﾂﾉ ﾀﾂﾔ

29

414 0:05:56 篠原 圭介/篠原 兼人

ｼﾉﾊﾗ ｹｲｽｹ/ｼﾉﾊﾗ ｹﾝﾄ

30

127 0:05:56 北出 拓央/北出 琉空

ｷﾀﾃﾞ ﾀｸｵｳ/ｷﾀﾃﾞ ﾘｸｳ

31

328 0:05:57 山﨑 大輔/山﨑 大翔

ﾔﾏｻｷ ﾀﾞｲｽｹ/ﾔﾏｻｷ ﾊﾙﾄ

32

142 0:06:00 肱岡 聡/肱岡 洋輝

ﾋｼﾞｵｶ ｻﾄｼ/ﾋｼﾞｵｶ ﾋﾛｷ

33

250 0:06:02 谷口 稔/谷口 結哉

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ/ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾔ

34

146 0:06:06 高橋 康男/高橋 千愛

ﾀｶﾊｼ ﾔｽｵ/ﾀｶﾊｼ ﾁﾅﾘ

35

238 0:06:08 藤井 さつき/藤井 有哉

ﾌｼﾞｲ ｻﾂｷ/ﾌｼﾞｲ ｱﾘﾔ

36

133 0:06:09 木皮 透庸/木皮 帆俊

ｷｶﾞﾜ ﾕｷﾉﾌﾞ/ｷｶﾞﾜ ﾎﾀﾞｶ

37

304 0:06:13 木皮 透庸/木皮 彩稀

ｷｶﾞﾜ ﾕｷﾉﾌﾞ/ｷｶﾞﾜ ｻｷ

38

339 0:06:15 實生 拓也/實生 康平

ﾐﾊﾞｴ ﾀｸﾔ/ﾐﾊﾞｴ ｺｳﾍｲ

39

147 0:06:16 森田 良一/森田 瑛喜

ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｲﾁ/ﾓﾘﾀ ｴｲｷ

40

225 0:06:16 北 敬子/北 和馬

ｷﾀ ｹｲｺ/ｷﾀ ｶｽﾞﾏ

41

341 0:06:19 福澤 芳行/福澤 陽斗

ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ/ﾌｸｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ

42

212 0:06:23 岩崎 満/岩崎 花凛

ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾙ/ｲﾜｻｷ ｶﾘﾝ

43

219 0:06:28 松本 由/松本 颯香

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ/ﾏﾂﾓﾄ ｿﾖｶ

44

117 0:06:29 佐藤 義朗/佐藤 篤尚

ｻﾄｳ ﾖｼｵ/ｻﾄｳ ｱﾂﾅｵ

45

402 0:06:29 伊藤 康平/伊藤 義康

ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ/ｲﾄｳ ｷﾞｺｳ

46

119 0:06:30 横道 義幸/横道 海翔

ﾖｺﾐﾁ ﾖｼﾕｷ/ﾖｺﾐﾁ ｶｲﾄ

47

323 0:06:31 中山 公太/中山 創太

ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀ/ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ

48

207 0:06:32 岩崎 美樹子/岩崎 次郎

ｲﾜｻｷ ﾐｷｺ/ｲﾜｻｷ ｼﾞﾛｳ

49

220 0:06:33 鈴木 竜也/鈴木 結葉

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ/ｽｽﾞｷ ﾕｲﾊ

50

309 0:06:34 野原 朝乃/野原 朝斗

ﾉﾊﾗ ｱｻﾉ/ﾉﾊﾗ ｱｻﾄ

51

345 0:06:37 稲津 裕司/稲津 太郎

ｲﾅﾂﾞ ﾕｳｼﾞ/ｲﾅﾂﾞ ﾀﾛｳ

52

319 0:06:39 中村 亮太/中村 心咲

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ/ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ

53

245 0:06:40 橋本 愛美/橋本 絆

ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅﾐ/ﾊｼﾓﾄ ｷｽﾞﾅ

54

235 0:06:43 小島 貴子/小島 遥馬

ｺｼﾞﾏ ﾀｶｺ/ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾏ

55

145 0:06:44 服部 麻利子/服部 岳大

ﾊｯﾄﾘ ﾏﾘｺ/ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋﾛ

56

234 0:06:45 高橋 真一/高橋 蒼子

ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ/ﾀｶﾊｼ ｿｳｼ

57

334 0:06:46 小塚 邦雄/小塚 風空

ｺﾂﾞｶ ｸﾆｵ/ｺﾂﾞｶ ﾌｸ

58

137 0:06:47 武藤 経久/武藤 沙奈

ﾑﾄｳ ﾂﾈﾋｻ/ﾑﾄｳ ｻﾅ

59

445 0:06:48 神保 一平/神保 一樹

ｼﾞﾝﾎﾞ ｲｯﾍﾟｲ/ｼﾞﾝﾎﾞ ｶｽﾞｷ

60

306 0:06:50 大矢 淳司/大矢 健心

ｵｵﾔ ｼﾞｭﾝｼﾞ/ｵｵﾔ ｹﾝｼﾝ

61

201 0:06:50 山下 晃弘/山下 和奏菜

ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ/ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ

62

115 0:06:50 竹本 幸介/竹本 安寿

ﾀｹﾓﾄ ｺｳｽｹ/ﾀｹﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ

63

126 0:06:52 大平 美希/大平 愛子

ｵｵﾋﾗ ﾐｷ/ｵｵﾋﾗ ｱｲｺ

64

221 0:06:53 荒川 善成/荒川 由衣

ｱﾗｶﾜ ﾖｼﾅﾘ/ｱﾗｶﾜ ﾕｲ

65

143 0:06:53 児玉 厚/児玉 善

ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ/ｺﾀﾞﾏ ｾﾞﾝ

66

129 0:06:53 荒川 麻衣/荒川 貴成

ｱﾗｶﾜ ﾏｲ/ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾅﾘ

67

131 0:06:54 中村 亮太/中村 紗也

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ/ﾅｶﾑﾗ ｻﾔ

68

401 0:06:56 藤澤 真実/藤澤 柚希

ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾝｼﾞ/ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｽﾞﾉ

69

140 0:06:58 今本 和宏/今本 賢太

ｲﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ/ｲﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ

70

213 0:06:58 鶴 直記/鶴 直佳

ﾂﾙ ﾅｵｷ/ﾂﾙ ﾅｵｶ

71

326 0:07:00 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

72

209 0:07:03 森永 修次/森永 遥人

ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｭｳｼﾞ/ﾓﾘﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ

73

317 0:07:05 上部 雅美/上部 珠寿

ｳﾜﾍﾞ ﾏｻﾐ/ｳﾜﾍﾞ ｽｽﾞ

74

305 0:07:05 佐藤 康/佐藤 琉

ｻﾄｳ ｺｳ/ｻﾄｳ ﾘｭｳ

75

338 0:07:07 渡辺 麻里子/渡辺 晃生

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ

76

124 0:07:08 後藤 弓子/後藤 英美加

ｺﾞﾄｳ ﾕﾐｺ/ｺﾞﾄｳ ｴﾐｶ

77

322 0:07:08 朴 宣映/李 是厚

ﾊﾟｸ ｿﾆｮﾝ/ｲ ｼﾌ

78

350 0:07:10 重内 美耶子/重内 瑠衣

ｼｹﾞｳﾁ ﾐﾔｺ/ｼｹﾞｳﾁ ﾙｲ

79

114 0:07:13 森田 智美/森田 彩楽

ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ/ﾓﾘﾀ ｻﾗ

80

208 0:07:14 相原 政人/相原 奏人

ｱｲﾊﾗ ﾏｻﾄ/ｱｲﾊﾗ ｶﾅﾄ

81

307 0:07:16 小林 義明/小林 恵美子

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ/ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾐｺ

82

148 0:07:17 牧野 勝利/牧野 可奈

ﾏｷﾉ ｶﾂﾄｼ/ﾏｷﾉ ｶﾅ

83

128 0:07:17 清田 美奈子/清田 匠真

ｾｲﾀ ﾐﾅｺ/ｾｲﾀ ﾀｸﾏ

84

302 0:07:18 溝下 敦子/溝下 和真

ﾐｿﾞｼﾀ ｱﾂｺ/ﾐｿﾞｼﾀ ｶｽﾞﾏ

85

321 0:07:19 富山 佐知子/富山 陽菜

ﾄﾐﾔﾏ ｻﾁｺ/ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾅ

86

125 0:07:20 矢野 沙織/矢野 凛

ﾔﾉ ｻｵﾘ/ﾔﾉ ﾘﾝ

87

416 0:07:23 岡松 舞/岡松 咲英

ｵｶﾏﾂ ﾏｲ/ｵｶﾏﾂ ｻｴ

88

211 0:07:26 岩竹 晋治/岩竹 優奈

ｲﾜﾀｹ ｼﾝｼﾞ/ｲﾜﾀｹ ﾕｳﾅ

89

226 0:07:27 大内 博英/大内 柊羽

ｵｵｳﾁ ﾋﾛｲ/ｵｵｳﾁ ﾄﾜ

90

246 0:07:29 石橋 良浩/石橋 芽依

ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼﾋﾛ/ｲｼﾊﾞｼ ﾒｲ

91

415 0:07:30 平松 好恵/平松 晴都

ﾋﾗﾏﾂ ﾖｼｴ/ﾋﾗﾏﾂ ﾊﾙﾄ

92

108 0:07:30 野中 将司/野中 楓月

ﾉﾅｶ ﾏｻｼ/ﾉﾅｶ ｶﾂﾞｷ

93

122 0:07:31 富田 春奈/富田 万太郎

ﾄﾐﾀ ﾊﾙﾅ/ﾄﾐﾀ ﾏﾝﾀﾛｳ

94

233 0:07:36 馬 志強/馬 駿か

ﾏ ｼｷｮｳ/ﾏ ｼｭﾝｶ

95

332 0:07:36 鈴木 雄太/鈴木 紗英

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ/ｽｽﾞｷ ｻｴ

96

421 0:07:38 木水 久美子/木水 奈都

ｷﾐｽﾞ ｸﾐｺ/ｷﾐｽﾞ ﾅﾂ

97

141 0:07:39 細井 崇弘/細井 玲於奈

ﾎｿｲ ﾀｶﾋﾛ/ﾎｿｲ ﾚｵﾅ

98

340 0:07:39 中井 陽介/中井 理人

ﾅｶｲ ﾖｳｽｹ/ﾅｶｲ ﾘﾋﾄ

99

243 0:07:40 牛田 惠隆/牛田 心菜

ｳｼﾀﾞ ﾖｼﾀｶ/ｳｼﾀﾞ ｺｺﾅ

100

329 0:07:51 小泉 弘美/小泉 栄太

ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾐ/ｺｲｽﾞﾐ ｴｲﾀ

101

139 0:07:54 横山 まや/横山 仁

ﾖｺﾔﾏ ﾏﾔ/ﾖｺﾔﾏ ｼﾞﾝ

102

237 0:07:57 付 佳/谷 健一

ﾌ ｶ/ﾀﾆ ｹﾝｲﾁ

103

403 0:08:01 関口 亜矢子/関口 華

ｾｷｸﾞﾁ ｱﾔｺ/ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾅ

104

202 0:08:02 横道 ゆかり/横道 結月

ﾖｺﾐﾁ ﾕｶﾘ/ﾖｺﾐﾁ ﾕﾂﾞｷ

105

346 0:08:03 斎藤 潤子/斎藤 拓音

ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ/ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ

106

410 0:08:03 高橋 侑助/高橋 柚稀

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ/ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞｷ

107

342 0:08:05 菅谷 友子/菅谷 京花

ｽｶﾞﾔ ﾄﾓｺ/ｽｶﾞﾔ ｷｮｳｶ

108

318 0:08:07 佐藤 一成/佐藤 璃安

ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ/ｻﾄｳ ﾘｱﾝ

109

249 0:08:08 河田 絹一郎/河田 紬希

ｶﾜﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ/ｶﾜﾀ ﾂﾑｷﾞ

110

136 0:08:10 安達 秀紀/安達 もも

ｱﾀﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ/ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓ

111

331 0:08:17 柴木 彰子/柴木 耀斗

ｼﾊﾞｷ ｱｷｺ/ｼﾊﾞｷ ﾘﾋﾄ

112

327 0:08:18 倉地 知見/倉地 俊太朗

ｸﾗﾁ ﾄﾓﾐ/ｸﾗﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ

113

448 0:08:20 倉地 健史/倉地 亮太朗

ｸﾗﾁ ﾀｹｼ/ｸﾗﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ

114

216 0:08:27 橋本 智洋/橋本 菜都希

ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ/ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂｷ

115

116 0:08:30 坂本 容子/相原 彩希

ｻｶﾓﾄ ﾖｳｺ/ｱｲﾊﾗ ｻｷ

116

121 0:08:31 ｺﾞｰﾌﾞﾙ 麻衣子/ｺﾞｰﾌﾞﾙ 愛璃咲

ｺﾞｰﾌﾞﾙ ﾏｲｺ/ｺﾞｰﾌﾞﾙ ｱﾘｻ

117

150 0:08:32 重内 威男/重内 美遥

ｼｹﾞｳﾁ ﾀｹｵ/ｼｹﾞｳﾁ ﾐﾊﾙ

118

241 0:08:38 五木田 雅美/五木田 幸成

ｺﾞｷﾀ ﾏｻﾐ/ｺﾞｷﾀ ﾕｷﾅﾘ

119

337 0:08:52 吉野 真治/吉野 真宗

ﾖｼﾉ ｼﾝｼﾞ/ﾖｼﾉ ﾏｻﾑﾈ

120

431 0:08:56 石橋 理美/石橋 笑琉

ｲｼﾊﾞｼ ｻﾄﾐ/ｲｼﾊﾞｼ ｴﾙ

121

435 0:08:58 大谷 遥子/大谷 梨津子

ｵｵﾀﾆ ﾖｳｺ/ｵｵﾀﾆ ﾘﾂｺ

122

447 0:08:59 池田 愛歌/池田 昊芯

ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ/ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾝ

123

104 0:08:59 宮澤 彩莉/宮澤 朋寛

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾘ/ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

124

424 0:08:59 平澤 一真/平澤 遥人

ﾋﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ/ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙﾄ

125

344 0:09:02 島貫 さゆり/島貫 虎太郎

ｼﾏﾇｷ ｻﾕﾘ/ｼﾏﾇｷ ｺﾀﾛｳ

126

439 0:09:05 石橋 一美/石橋 奏汰

ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾐ/ｲｼﾊﾞｼ ｶﾅﾀ

127

406 0:09:06 大里 英理雄/大里 英理雄

ｵｵｻﾄ ｴﾘｵ/ｵｵｻﾄ ｴﾘｵ

128

232 0:09:15 大谷 健一郎/大谷 紗夜子

ｵｵﾀﾆ ｹﾝｲﾁﾛｳ/ｵｵﾀﾆ ｻﾖｺ

129

455 0:09:38 竹内 崇大/竹内 元惺

ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾋﾛ/ﾀｹｳﾁ ｹﾞﾝｾｲ

130

205 0:09:45 北原 千恵子/北原 未桜

ｷﾀﾊﾗ ﾁｴｺ/ｷﾀﾊﾗ ﾐｵ

131

206 0:09:46 北原 義之/北原 芽依

ｷﾀﾊﾗ ﾖｼﾕｷ/ｷﾀﾊﾗ ﾒｲ

132

412 0:09:46 北原 美代子/北原 義人

ｷﾀﾊﾗ ﾐﾖｺ/ｷﾀﾊﾗ ﾖｼﾄ

133

417 0:09:56 上田 真由美/上田 秦太郎

ｳｴﾀﾞ ﾏﾕﾐ/ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

134

459 0:10:00 松本 陽子/松本 奈穂

ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ/ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾎ

135

429 0:10:35 山田 祐輝/山田 直弥

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ/ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ

136

457 0:10:41 山内 孝志/山内 陸翔

ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｼ/ﾔﾏｳﾁ ﾘｸﾄ

137

210 0:10:48 岡松 舞/岡松 咲來

ｵｶﾏﾂ ﾏｲ/ｵｶﾏﾂ ｻｸﾗ

138

460 0:10:52 藤澤 浩美/藤澤 梨希

ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛﾐ/ﾌｼﾞｻﾜ ﾘﾉ

139

446 0:11:07 齋藤 哲史/齋藤 瑞希

ｻｲﾄｳ ﾃﾂｼ/ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ

140

308 0:11:12 佐武 由紀子/佐武 勇飛

ｻﾀｹ ﾕｷｺ/ｻﾀｹ ﾕｳﾋ

141

434 0:11:14 馬渡 隼生/馬渡 泰生

ﾏﾜﾀﾘ ﾊﾔｷ/ﾏﾜﾀﾘ ﾀｲｾｲ

142

438 0:11:45 後藤 智勝/後藤 柚月

ｺﾞﾄｳ ﾄﾓｶﾂ/ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ

143

453 0:12:36 西川 司/西川 朔

ﾆｼｶﾜ ﾂｶｻ/ﾆｼｶﾜ ｻｸ

144

427 0:14:15 西岡 春恵/西岡 桃花

ﾆｼｵｶ ﾊﾙｴ/ﾆｼｵｶ ﾓﾓｶ

145

452 0:15:12 杉本 由梨/杉本 梨紗

ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾘ/ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｻ

