ファミリーラン（1.2km） 2組目
順位 ナンバー

タイム

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

1

204 0:04:34 谷 龍一/谷 光翔

ﾀﾆ ﾘｭｳｲﾁ/ﾀﾆ ﾐﾅﾄ

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

218 0:05:52 津野 朋也/津野 達哉

ﾂﾉ ﾄﾓﾔ/ﾂﾉ ﾀﾂﾔ

9

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

10

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

11

225 0:06:16 北 敬子/北 和馬

ｷﾀ ｹｲｺ/ｷﾀ ｶｽﾞﾏ

12

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

13

219 0:06:28 松本 由/松本 颯香

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ/ﾏﾂﾓﾄ ｿﾖｶ

14

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

15

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

16

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

17

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

18

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

19

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

20

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

21

213 0:06:58 鶴 直記/鶴 直佳

ﾂﾙ ﾅｵｷ/ﾂﾙ ﾅｵｶ

22

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

23

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

24

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

25

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

26

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

27

233 0:07:36 馬 志強/馬 駿か

ﾏ ｼｷｮｳ/ﾏ ｼｭﾝｶ

28

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

29

237 0:07:57 付 佳/谷 健一

ﾌ ｶ/ﾀﾆ ｹﾝｲﾁ

30

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

31

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

32

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

33

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

34

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

35

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

36

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

37

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

38

210 0:10:48 岡松 舞/岡松 咲來

ｵｶﾏﾂ ﾏｲ/ｵｶﾏﾂ ｻｸﾗ

