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1 2026 林崎 富士男 ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾌｼﾞｵ 林崎 那央斗 ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾅｵﾄ 茨城県 0:07:13
2 2029 藤田 健 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ 藤田 陸斗 ﾌｼﾞﾀ ﾘｸﾄ 千葉県 0:07:43
3 2059 大塚 翼 ｵｵﾂｶ ﾂﾊﾞｻ 大塚 奏空 ｵｵﾂｶ ｿﾗ 千葉県 0:08:33
4 2014 水村 光 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾋｶﾙ 水村 成 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾅﾙﾐ 埼玉県 0:09:24
5 2038 中川 可奈子 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾅｺ 中川 颯斗 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 千葉県 0:09:35
6 2034 高梨 優樹 ﾀｶﾅｼ ﾕｳｷ 沼田 志権 ﾇﾏﾀ ｼｹﾝ 千葉県 0:09:36
7 2055 村尾 仁恵 ﾑﾗｵ ﾋﾄｴ 村尾 真康 ﾑﾗｵ ﾏｻﾔｽ 千葉県 0:09:51
8 2005 糸川 史華 ｲﾄｶﾜ ﾌﾐｶ 糸川 逞太 ｲﾄｶﾜ 茨城県 0:09:55
9 2028 森田 直樹 ﾓﾘﾀ ﾅｵｷ 森田 敬友 ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ 千葉県 0:10:08

10 2041 渡辺 昭仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾄ 渡辺 健紳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾝ 千葉県 0:10:15
11 2036 笹森 匡 ｻｻﾓﾘ ｷｮｳ 黒田 佑汰 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ 千葉県 0:10:21
12 2035 平山 翔太 ﾋﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 永田 虎牙 ﾅｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞｰ 千葉県 0:10:30
13 2001 楠 昌欣 ｸｽﾉｷ ﾏｻﾖｼ 楠 陸来 ｸｽﾉｷ ﾘｸ 千葉県 0:10:37
14 2002 小池 登 ｺｲｹ ﾉﾎﾞﾙ 小池 涼太 ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 千葉県 0:10:40
15 2039 篠塚 昌 ｼﾉﾂｶ ｱｷﾗ 篠塚 倖志朗 ｼﾉﾂｶ ｺｳｼﾛｳ 千葉県 0:10:47
16 2054 八木沼 香子 ﾔｷﾞﾇﾏ ｷｮｳｺ 八木沼 新 ﾔｷﾞﾇﾏ ｱﾗﾀ 東京都 0:10:49
17 2016 齋藤 宏治 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 齋藤 由菜 ｻｲﾄｳ ﾕｲﾅ 千葉県 0:11:06
18 2047 堀内 直美 ﾎﾘｳﾁ ﾅｵﾐ 堀内 朔太郎 ﾎﾘｳﾁ ｻｸﾀﾛｳ 茨城県 0:11:06
19 2051 加瀬 健大 ｶｾ ﾀｹﾋﾛ 加瀬 敬大 ｶｾ ｹｲﾀ 千葉県 0:11:07
20 2013 布施 和之 ﾌｾ ｶｽﾞﾕｷ 布施 宏夏 ﾌｾ ﾋﾛｶ 千葉県 0:11:41
21 2030 菅崎 季美子 ｽｶﾞｻｷ ｷﾐｺ 菅崎 瑛太 ｽｶﾞｻｷ ｴｲﾀ 茨城県 0:12:03
22 2033 畑中 和夫 ﾊﾀﾅｶ ｶｽﾞｵ 黒田 莉沙 ｸﾛﾀﾞ ﾘｻ 千葉県 0:12:23
23 2032 鹿島 聡一郎 ｶｼﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 安部 泰造 ｱﾝﾍﾞ ﾀｲｿﾞｳ 千葉県 0:12:31
24 2006 新留 英里 ﾆｲﾄﾞﾒ ｴﾘ 新留 聖奈 ﾆｲﾄﾞﾒ ｾﾅ 千葉県 0:12:32
25 2050 五十嵐 昌英 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾋﾃﾞ 五十嵐 仁寧 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾄﾈ 千葉県 0:12:40
26 2024 ｔａｋａｇｉ ｃｈｉｅｋｏ ﾀｶｷﾞ ﾁｴｺ 髙木 健多 ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀ 千葉県 0:12:41
27 2012 加藤 真紀 ｶﾄｳ ﾏｷ 加藤 拓真 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 千葉県 0:12:49
28 2010 錦見 龍人 ﾆｼｷﾐ ﾀﾂﾄ 錦見 武志 ﾆｼｷﾐ ﾀｹｼ 千葉県 0:12:54
29 2008 松﨑 響子 ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｺ 松﨑 創 ﾏﾂｻﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 東京都 0:12:57
30 2017 齋藤 綾乃 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 齋藤 愛果 ｻｲﾄｳ ｱｲｶ 千葉県 0:13:01
31 2049 秋 さゆり ｱｷ ｻﾕﾘ 秋 さくら ｱｷ ｻｸﾗ 千葉県 0:13:05
32 2058 野崎 綾華 ﾉｻﾞｷ ｱﾔｶ 野崎 陽愛 ﾉｻﾞｷ ﾋﾖﾘ 千葉県 0:13:09
33 2009 錦見 友紀子 ﾆｼｷﾐ ﾕｷｺ 錦見 太郎 ﾆｼｷﾐ ﾀﾛｳ 千葉県 0:13:14
34 2003 木川 和人 ｷｶﾜ ｶｽﾞﾄ 木川 菜々美 ｷｶﾜ ﾅﾅﾐ 千葉県 0:13:15
35 2045 石井 加奈子 ｲｼｲ ｶﾅｺ 石井 洸 ｲｼｲ ｺｳ 千葉県 0:13:18
36 2019 金井 くらら ｶﾅｲ ｸﾗﾗ 金井 心 ｶﾅｲ ｺｺﾛ 千葉県 0:13:19
37 2043 飯田 拓也 ｲｲﾀﾞ ﾀｸﾔ 飯田 翔也 ｲｲﾀﾞ ｼｮｳﾔ 千葉県 0:13:50
38 2022 冨田 昌宏 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾋﾛ 冨田 珠卯 ﾄﾐﾀ ｼｭｳ 東京都 0:14:25
39 2057 鈴木 慎太郎 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 鈴木 清乃 ｽｽﾞｷ ｻﾔﾉ 千葉県 0:14:36
40 2004 宮本 美弥子 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾔｺ 宮本 彩 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔ 千葉県 0:14:39
41 2037 佐藤 岳人 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 佐藤 走人 ｻﾄｳ ｶｹﾙ 神奈川県 0:14:40
42 2021 白倉 奈津子 ｼﾗｸﾗ ﾅﾂｺ 白倉 孟 ｼﾗｸﾗ ﾊﾙ 茨城県 0:14:45
43 2040 野崎 未宇 ﾉｻﾞｷ ﾐｳ 野崎 莉央 ﾉｻﾞｷ ﾘｵ 千葉県 0:14:46
44 2011 藤崎 友恵 ﾌｼﾞｻｷ ﾄﾓｴ 藤崎 雅仁 ﾌｼﾞｻｷ ﾏｻﾋﾄ 千葉県 0:14:51
45 2042 冨田 真紀 ﾄﾐﾀ ﾏｷ 冨田 明里 ﾄﾐﾀ ｱｶﾘ 千葉県 0:15:15
46 2015 池田 悟 ｲｹﾀﾞ ｻﾄﾙ 池田 優友 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 千葉県 0:15:27
47 2044 石井 智幸 ｲｼｲ ﾄﾓﾕｷ 石井 漣 ｲｼｲ ﾚﾝ 千葉県 0:15:35
48 2046 三重野 葉子 ﾐｴﾉ ﾖｳｺ 三重野 結羽 ﾐｴﾉ ﾕｳ 東京都 0:15:39
49 2025 宗海 雅恵 ｿｳｶｲ ﾏｻｴ 宗海 耀 ｿｳｶｲ ﾋｶﾙ 千葉県 0:15:42
50 2018 佐々木 朋子 ｻｻｷ ﾄﾓｺ 佐々木 涼平 ｻｻｷ ﾘｮｳﾍｲ 千葉県 0:15:59
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51 2053 杉本 真一 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 杉本 一之助 ｽｷﾞﾓﾄ ｲﾁﾉｽｹ 千葉県 0:18:40
52 2052 折笠 希 ｵﾘｶｻ ﾉｿﾞﾐ 折笠 杏寧 ｵﾘｶｻ ｱｶﾈ 千葉県 0:19:07
53 2020 綿谷 佳保里 ﾜﾀﾔ ｶｵﾘ 白倉 生義 ｼﾗｸﾗ ﾀｶｼｹﾞ 茨城県 0:19:49
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