ファミリーラン（1.2km） 1組目
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

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

4

110 0:04:41 田中 夏樹/田中 蒼馬

ﾀﾅｶ ﾅﾂｷ/ﾀﾅｶ ｿｳﾏ

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

103 0:05:06 田中 充/田中 郁奈

ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ/ﾀﾅｶ ﾌﾐﾅ

11

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

12

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

13

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

14

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

15

135 0:05:29 三宅 麻子/三宅 桜奈

ﾐﾔｹ ｱｻｺ/ﾐﾔｹ ｻﾅ

16

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

17

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

18

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

19

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

20

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

21

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

22

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

23

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

24

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

25

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

26

137 0:06:47 武藤 経久/武藤 沙奈

ﾑﾄｳ ﾂﾈﾋｻ/ﾑﾄｳ ｻﾅ

27

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

28

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

29

143 0:06:53 児玉 厚/児玉 善

ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ/ｺﾀﾞﾏ ｾﾞﾝ

30

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

31

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

32

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

33

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

34

114 0:07:13 森田 智美/森田 彩楽

ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ/ﾓﾘﾀ ｻﾗ

35

148 0:07:17 牧野 勝利/牧野 可奈

ﾏｷﾉ ｶﾂﾄｼ/ﾏｷﾉ ｶﾅ

36

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

37

125 0:07:20 矢野 沙織/矢野 凛

ﾔﾉ ｻｵﾘ/ﾔﾉ ﾘﾝ

38

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

39

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

40

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

41

139 0:07:54 横山 まや/横山 仁

ﾖｺﾔﾏ ﾏﾔ/ﾖｺﾔﾏ ｼﾞﾝ

42

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

43

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

44

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

45

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

46

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

