ファミリーラン（1.2km） 3組目
順位 ナンバー

タイム

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

309 0:06:34 野原 朝乃/野原 朝斗

ﾉﾊﾗ ｱｻﾉ/ﾉﾊﾗ ｱｻﾄ

9

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

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

305 0:07:05 佐藤 康/佐藤 琉

ｻﾄｳ ｺｳ/ｻﾄｳ ﾘｭｳ

16

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

17

322 0:07:08 朴 宣映/李 是厚

ﾊﾟｸ ｿﾆｮﾝ/ｲ ｼﾌ

18

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

19

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

20

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

21

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

22

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

23

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

24

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

25

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

26

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

27

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

28

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

29

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

30

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

31

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

32

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

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

-

