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1 2672 山崎 宜大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 山崎 稜馬 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾏ 千葉県 0:07:48
2 2552 平野 真一 ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 平野 航大 ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾞｲ 千葉県 0:07:49
3 2599 本田 もとき ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾄｷ 齊藤 勇汰 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 千葉県 0:07:51
4 2727 神原 郁実 ｶﾝﾊﾞﾗ ｲｸﾐ 神原 遼 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾘｮｳ 千葉県 0:08:03
5 2600 加藤 正吾 ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 加藤 星磨 ｶﾄｳ ｾｲﾏ 千葉県 0:08:05
6 2648 永田 光喜 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｷ 永田 陽色 ﾅｶﾞﾀ ﾋｲﾛ 千葉県 0:08:16
7 2699 鈴木 清 ｽｽﾞｷ ｷﾖｼ 鈴木 大雅 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 千葉県 0:08:22
8 2649 椎名 弘 ｼｲﾅ ﾋﾛｼ 椎名 涼介 ｼｲﾅ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 0:08:27
9 2562 西村 昌記 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｷ 西村 美咲 ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｷ 千葉県 0:08:30

10 2572 髙品 哲也 ﾀｶｼﾅ ﾃﾂﾔ 髙品 充嘉 ﾀｶｼﾅ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 0:08:37
11 2581 矢澤 謙一 ﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 矢澤 翔 ﾔｻﾞﾜ ｶｹﾙ 千葉県 0:08:38
12 2747 菱木 雅行 ﾋｼｷ ﾏｻﾕｷ 菱木 奏汰 ﾋｼｷ ｶﾅﾀ 千葉県 0:08:39
13 2726 林 春輝 ﾊﾔｼ ﾊﾙｷ 林 爽太 ﾊﾔｼ ｿｳﾀ 千葉県 0:08:40
14 2513 寺嶋 大輔 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 寺嶋 珀久 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾊｸ 千葉県 0:08:43
15 2571 髙橋 慎一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 髙橋 恵太 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 千葉県 0:08:46
16 2773 横山 孝俊 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 横山 蹴斗 ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳﾄ 千葉県 0:08:48
17 2663 佐久間 崇介 ｻｸﾏ 佐久間 愛音 ｻｸﾏ 千葉県 0:08:50
18 2710 飯島 裕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ 飯島 さつき ｲｲｼﾞﾏ ｻﾂｷ 千葉県 0:08:51
19 2748 宮里 龍実 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀﾂﾐ 宮里 砂羽 ﾐﾔｻﾄ ｻﾜ 千葉県 0:08:51
20 2551 椎名 敏夫 ｼｲﾅ ﾄｼｵ 来栖 愛奏 ｸﾙｽ ｱｲｶ 千葉県 0:08:52
21 2520 谷口 智哉 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 谷口 恵斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲﾄ 千葉県 0:08:55
22 2625 関 直美 ｾｷ ﾅｵﾐ 関 翔梧 ｾｷ ｼｮｳｺﾞ 千葉県 0:08:58
23 2597 草野 誠一 ｸｻﾉ ｾｲｲﾁ 草野 紗生 ｸｻﾉ ｻｷ 千葉県 0:08:59
24 2549 西野 茂治 ﾆｼﾉ ｼｹﾞﾊﾙ 西野 壮太 ﾆｼﾉ ｿｳﾀ 千葉県 0:09:02
25 2594 西尾 康宏 ﾆｼｵ ﾔｽﾋﾛ 平津 智稀 ﾋﾗﾂ ﾄﾓｷ 千葉県 0:09:03
26 2623 鈴木 雄貴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 長嶋 笑瑚 ﾅｶﾞｼﾏ ﾆｺ 千葉県 0:09:04
27 2804 渡邉 朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 宮久保 遥希 ﾐﾔｸﾎﾞ ﾊﾙｷ 千葉県 0:09:04
28 2505 齊藤 史紀 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾉﾘ 齊藤 漣凰 ｻﾝﾄｳ ﾚｵﾝ 千葉県 0:09:07
29 2526 柴田 大輔 ｼﾊﾞﾀ 柴田 倖奈 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷﾅ 千葉県 0:09:10
30 2502 堀江 和也 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾔ 堀江 絆李 ﾎﾘｴ ﾊﾞﾝﾘ 千葉県 0:09:15
31 2678 宮口 綾加 ﾐﾔｸﾞﾁ ｱﾔｶ 宮口 春輝 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 千葉県 0:09:16
32 2637 林 和洋 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 林 琉生 ﾊﾔｼ ﾙｲ 千葉県 0:09:17
33 2521 嶋田 貴則 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 嶋田 蒼大 ｼﾏﾀﾞ ｱｵﾄ 千葉県 0:09:19
34 2683 網代 好展 ｱｼﾞﾛ ﾖｼﾉﾌﾞ 網代 海音 ｱｼﾞﾛ ｶｲﾄ 千葉県 0:09:31
35 2745 髙木 省次 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳｼﾞ 髙木 悠良 ﾀｶｷﾞ ﾕﾗ 千葉県 0:09:31
36 2607 諸持 國彦 ﾓﾛﾓﾁ ｸﾆﾋｺ 諸持 日奈美 ﾓﾛﾓﾁ ﾋﾅﾐ 千葉県 0:09:34
37 2595 掛巣 孝則 ｶｹｽ ﾀｶﾉﾘ 掛巣 孝洋 ｶｹｽ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 0:09:34
38 2535 平良 満 ﾀｲﾗ ﾐﾂﾙ 平良 龍二 ﾀｲﾗ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 0:09:36
39 2617 林 靖裕 ﾊﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 林 風果 ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 千葉県 0:09:37
40 2626 関 尚之 ｾｷ ﾅｵﾕｷ 関 優亜 ｾｷ ﾕｳｱ 千葉県 0:09:40
41 2582 舛田 弘美 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾐ 伊藤 莉菜 ｲﾄｳ ﾘﾅ 千葉県 0:09:41
42 2689 加瀬 康博 ｶｾ ﾔｽﾋﾛ 加瀬 心晴 ｶｾ ｺﾊﾙ 千葉県 0:09:41
43 2566 林 大樹 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｷ 林 真央 ﾊﾔｼ ﾏｵ 千葉県 0:09:43
44 2575 越川 陽介 ｺｼｶﾜ ﾖｳｽｹ 越川 愛琉 ｺｼｶﾜ ｱｲﾙ 千葉県 0:09:45
45 2598 齊藤 真一 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 齊藤 美円 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾏ 千葉県 0:09:46
46 2577 安藤 裕康 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔｽ 安藤 章裕 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 千葉県 0:09:49
47 2647 加瀬 竜太 ｶｾ ﾘｭｳﾀ 加瀬 南 ｶｾ ﾐﾅﾐ 千葉県 0:09:52
48 2758 斉藤 英之 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 斉藤 悠飛 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾋ 千葉県 0:09:52
49 2534 石橋 弘行 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 石橋 惇 ｲｼﾊﾞｼ ｼﾞｭﾝ 千葉県 0:09:54
50 2593 平津 義丈 ﾋﾗﾂ ﾖｼﾀｹ 平津 圭織 ﾋﾗﾂ ｶｵﾘ 千葉県 0:09:56
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51 2515 ガラガル アリエル フリアス ｶﾞﾗｶﾞﾙ ｱﾘｴﾙ ﾌﾘｱｽ ガラガル アリサ ｶﾞﾗｶﾞﾙ ｱﾘｻ 千葉県 0:09:56
52 2608 菅澤 文彦 ｽｶﾞｻﾜ ﾌﾐﾋｺ 菅澤 要仁 ｽｶﾞｻﾜ ｶﾅﾋﾄ 千葉県 0:09:57
53 2538 加瀬 幸男 ｶｾ ﾕｷｵ 加瀬 稜祐 ｶｾ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 0:09:57
54 2751 宇野 大和 ｳﾉ ﾔﾏﾄ 宇野 侑和 ｳﾉ ﾕｳﾜ 千葉県 0:09:57
55 2524 野上 将一 ﾉｶﾞﾐ ﾏｻｶｽﾞ 野上 悠友 ﾉｶﾞﾐ ﾕｳｽｹ 千葉県 0:09:58
56 2824 鈴木 卓郎 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾛｳ 鈴木 俊 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ 千葉県 0:09:59
57 2527 平野 大樹 ﾋﾗﾉ ﾀｲｷ 平野 蒼大郎 ﾋﾗﾉ ｿｳﾀﾛｳ 千葉県 0:10:02
58 2587 丸山 雄介 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｽｹ 丸山 大河 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 千葉県 0:10:04
59 2809 野口 謙二郎 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ 野口 優希 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 千葉県 0:10:05
60 2764 玉井 啓文 ﾀﾏｲ ﾀｶﾌﾐ 玉井 彩菜 ﾀﾏｲ ｱﾔﾅ 千葉県 0:10:07
61 2519 石井 建布 ｲｼｲ ﾀﾂﾉﾌﾞ 石井 緩奈 ｲｼｲ ｶﾝﾅ 千葉県 0:10:17
62 2816 崎山 裕史 ｻｷﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ 崎山 颯久 ｻｷﾔﾏ ｿﾜ 千葉県 0:10:17
63 2772 野本 政裕 ﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 野本 遥斗 ﾉﾓﾄ ﾊﾙﾄ 千葉県 0:10:19
64 2690 加瀬 淳子 ｶｾ ｼﾞｭﾝｺ 加瀬 健太郎 ｶｾ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 0:10:19
65 2525 亀山 俊幸 ｶﾒﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 亀山 柚葉 ｶﾒﾔﾏ ﾕｽﾞﾊ 千葉県 0:10:19
66 2546 野口 直喜 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵｷ 野口 涼呂 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾛ 千葉県 0:10:20
67 2638 水野 裕樹 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｷ 水野 佑香 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｶ 千葉県 0:10:20
68 2651 富樫 勇介 ﾄｶﾞｼ ﾕｳｽｹ 富樫 可菜実 ﾄｶﾞｼ ｶﾅﾐ 千葉県 0:10:21
69 2718 菅谷 政行 ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ 菅谷 夷利 ｽｶﾞﾔ ｲｵﾘ 千葉県 0:10:21
70 2656 江波戸 孝一 ｴﾊﾞﾄ ｺｳｲﾁ 江波戸 理央 ｴﾊﾞﾄ ﾘｵ 千葉県 0:10:22
71 2636 森田 慶一郎 ﾓﾘﾀ 森田 琥海 ﾓﾘﾀ 千葉県 0:10:23
72 2522 石毛 康弘 ｲｼｹﾞ ﾔｽﾋﾛ 石毛 萌々夏 ｲｼｹﾞ ﾓﾓﾅ 千葉県 0:10:25
73 2563 嶋田 欣峯 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 嶋田 凌太 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 千葉県 0:10:27
74 2741 穴澤 真弘 ｱﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 穴澤 月 ｱﾅｻﾞﾜ ﾙﾅ 千葉県 0:10:28
75 2774 石見 通 ｲｼﾐ ﾄｵﾙ 石見 佳通 ｲｼﾐ ﾖｼﾐﾁ 千葉県 0:10:29
76 2543 石橋 孝行 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｶﾕｷ 石橋 遥人 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙﾄ 千葉県 0:10:30
77 2732 川名 保弘 ｶﾜﾅ 川名 誠弥 ｶﾜﾅ 千葉県 0:10:31
78 2570 林 真紀 ﾊﾔｼ ﾏｷ 林 蒼太 ﾊﾔｼ ｿｳﾀ 千葉県 0:10:31
79 2584 宮﨑 謙次 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 宮﨑 香菜子 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾅｺ 千葉県 0:10:33
80 2542 平野 勝久 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾋｻ 平野 瑛都 ﾋﾗﾉ ｴｲﾄ 千葉県 0:10:34
81 2677 渡辺 健一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 渡辺 桜司郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｼﾞﾛｳ 千葉県 0:10:34
82 2697 田川 輝忠 ﾀｶﾞﾜ ﾃﾙﾀﾀﾞ 田川 未來 ﾀｶﾞﾜ ﾐｸ 千葉県 0:10:36
83 2501 今関 光晴 ｲﾏｾﾞｷ ﾐﾂﾊﾙ 今関 璃音 ｲﾏｾﾞｷ ﾘｵﾝ 千葉県 0:10:37
84 2822 矢本 悠 ﾔﾓﾄ ﾕｳ 矢本 宗生 ﾔﾓﾄ ｿｳｷ 千葉県 0:10:38
85 2654 佐藤 雅修 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ 佐藤 百夏 ｻﾄｳ ﾓｶ 千葉県 0:10:41
86 2548 鈴木 恵里 ｽｽﾞｷ ｴﾘ 鈴木 出海 ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ 千葉県 0:10:41
87 2509 伊藤 敬一 ｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 伊藤 遥偉 ｲﾄｳ ﾊﾚｲ 千葉県 0:10:41
88 2676 白石 やすたか ｼﾗｲｼ ﾔｽﾀｶ 白石 ちまる ｼﾗｲｼ ﾁﾏﾙ 千葉県 0:10:42
89 2759 藤代 好美 ﾌｼﾞｼﾛ ﾖｼﾐ 藤代 圭吾 ﾌｼﾞｼﾛ ｹｲｺﾞ 千葉県 0:10:45
90 2646 鈴木 紀晃 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｱｷ 鈴木 敦斗 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾄ 千葉県 0:10:46
91 2670 冨川 洋平 ﾄﾐｶﾜ ﾖｳﾍｲ 冨川 隆幸 ﾄﾐｶﾜ ﾀｶﾕｷ 千葉県 0:10:46
92 2511 小堀 奨 ｺﾎﾞﾘ ｽｽﾑ 小堀 桃花 ｺﾎﾞﾘ ﾓﾓｶ 千葉県 0:10:49
93 2590 伊藤 克彦 ｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ 伊藤 楓来 ｲﾄｳ ｶｴﾗ 千葉県 0:10:50
94 2615 平野 誠 ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ 平野 いろは ﾋﾗﾉ ｲﾛﾊ 千葉県 0:10:52
95 2795 押尾 宏奈 ｵｼｵ ﾋﾛﾅ 押尾 波音 ｵｼｵ ﾊﾝﾄ 千葉県 0:10:54
96 2518 諸持 重徳 ﾓﾛﾓﾁ ｼｹﾞﾉﾘ 諸持 華望 ﾓﾛﾓﾁ ｶﾉﾝ 千葉県 0:10:55
97 2559 小澤 和市 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｲﾁ 小澤 優盛 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 千葉県 0:10:55
98 2512 寺嶋 加代 ﾃﾗｼﾞﾏ ｶﾖ 寺嶋 旺生 ﾃﾗｼﾞﾏ 千葉県 0:10:56
99 2545 浪川 恵 ﾅﾐｶﾜ 浪川 幸樹 ﾅﾐｶﾜ 千葉県 0:10:56

100 2721 鶴岡 友和 ﾂﾙｵｶ ﾄﾓｶｽﾞ 鶴岡 弥恵 ﾂﾙｵｶ ﾔｴ 千葉県 0:10:57
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101 2568 吉田 昭太 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 吉田 太一 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 千葉県 0:10:59
102 2742 飯田 健市郎 ｲｲﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 飯田 温士 ｲｲﾀﾞ ｱﾂﾄ 千葉県 0:11:01
103 2716 伊藤 希代士 ｲﾄｳ 伊藤 蓮 ｲﾄｳ 千葉県 0:11:02
104 2579 一戸 亜紀子 ｲﾁﾉﾍ ｱｷｺ 一戸 理玖 ｲﾁﾉﾍ ﾘｸ 千葉県 0:11:03
105 2517 細谷 祐司 ﾎｿﾔ ﾕｳｼﾞ 細谷 貫介 ﾎｿﾔ ｶﾝｽｹ 千葉県 0:11:03
106 2767 椎名 久美子 ｼｲﾅ ｸﾐｺ 椎名 瑠愛 ｼｲﾅ ﾙｱ 千葉県 0:11:06
107 2539 小松 友徳 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾉﾘ 小松 彩葉 ｺﾏﾂ ｲﾛﾊ 千葉県 0:11:07
108 2746 越川 雅人 ｺｼｶﾜ ﾏｻﾄ 越川 愛來 ｺｼｶﾜ ﾐｸ 千葉県 0:11:08
109 2516 向後 美代子 ｺｳｺﾞ ﾐﾖｺ 向後 凱生 ｺｳｺﾞ ｶｲｾｲ 千葉県 0:11:08
110 2811 木内 裕三 ｷｳﾁ ﾋﾛﾐ 木内 まいこ ｷｳﾁ ﾏｲｺ 千葉県 0:11:11
111 2796 向後 高志 ｺｳｺﾞ ﾀｶｼ 向後 芽依 ｺｳｺﾞ ﾒｲ 千葉県 0:11:12
112 2743 冨山 理 ﾄﾐﾔﾏ ﾐﾁ 冨山 花帆浬 ﾄﾐﾔﾏ ｶﾎﾘ 千葉県 0:11:12
113 2717 宮崎 和弘 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 宮崎 瑠夏 ﾐﾔｻﾞｷ ﾙﾅ 千葉県 0:11:13
114 2765 石橋 光江 ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾂｴ 石橋 新太 ｲｼﾊﾞｼ ｱﾗﾀ 千葉県 0:11:13
115 2514 加瀬 千歳 ｶｾ 加瀬 紫絃 ｶｾ ﾑｹﾞﾝ 千葉県 0:11:13
116 2655 佐藤 美由紀 ｻﾄｳ ﾐﾕｷ 佐藤 槍飛 ｻﾄｳ ｿｳﾋ 千葉県 0:11:13
117 2530 渡邉 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 渡邉 宗一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉県 0:11:14
118 2639 佐久間 和洋 ｻｸﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 佐久間 幸永 ｻｸﾏ ﾕｷﾅｶﾞ 千葉県 0:11:16
119 2700 宮内 佐岐子 ﾐﾔｳﾁ ｻｷｺ 宮内 凛之介 ﾐﾔｳﾁ ﾘﾝﾉｽｹ 千葉県 0:11:16
120 2596 草野 貴子 ｸｻﾉ ﾀｶｺ 草野 祐未 ｸｻﾉ ﾕﾐ 千葉県 0:11:22
121 2592 赤座 繁樹 ｱｶｻﾞ ｼｹﾞｷ 赤座 妃那里 ｱｶｻﾞ ﾋﾅﾘ 千葉県 0:11:22
122 2713 庄司 俊介 ｼｮｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ 庄司 千鶴 ｼｮｳｼﾞ ﾁﾂﾞﾙ 千葉県 0:11:23
123 2645 根本 紀子 ﾈﾓﾄ ﾉﾘｺ 根本 航成 ﾈﾓﾄ ｺｳｾｲ 千葉県 0:11:24
124 2503 笹川 雄三 ｻｻｶﾜ ﾕｳｿﾞｳ 笹川 稜真 ｻｻｶﾜ ﾘｮｳﾏ 千葉県 0:11:25
125 2564 加藤 憲一 ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ 加藤 幸親 ｶﾄｳ ﾕｷﾁｶ 千葉県 0:11:25
126 2712 小川 康伸 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾌﾞ 小川 緩菜 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾅ 千葉県 0:11:26
127 2580 丸山 百子 ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾓｺ 丸山 奏太 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀ 千葉県 0:11:28
128 2808 林 雅広 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 林 凌雅 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ 千葉県 0:11:30
129 2547 佐久間 恭介 ｻｸﾏ ｷｮｳｽｹ 佐久間 奏多 ｻｸﾏ ｶﾅﾀ 千葉県 0:11:34
130 2529 飯笹 雅史 ｲｲｻｻ ﾏｻｼ 飯笹 葉月 ｲｲｻｻ ﾊﾂﾞｷ 千葉県 0:11:35
131 2825 高坂 聡 ｺｳｻｶ ｻﾄｼ 高坂 悠生 ｺｳｻｶ ﾊﾙｷ 千葉県 0:11:36
132 2799 佐藤 忠恒 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾕｷ 佐藤 未彩 ｻﾄｳ ﾐｻ 千葉県 0:11:36
133 2667 石橋 宏美 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾐ 石橋 実桜 ｲｼﾊﾞｼ ﾐｵ 千葉県 0:11:36
134 2694 長尾 弓子 ﾅｶﾞｵ ﾕﾐｺ 長尾 蒼 ﾅｶﾞｵ ｿｳ 千葉県 0:11:38
135 2706 戸田 洋子 ﾄﾀﾞ ﾖｳｺ 戸田 結子 ﾄﾀﾞ ﾕｲｺ 千葉県 0:11:38
136 2573 鵜澤 豪 ｳｻﾞﾜ ｺﾞｳ 鵜澤 杏奈 ｳｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 千葉県 0:11:39
137 2635 小林 孝美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾐ 小林 千夏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 千葉県 0:11:40
138 2812 印南 佑史 ｲﾝﾅﾐ ﾕｳｼ 印南 開地 ｲﾝﾅﾐ ｶｲﾁ 千葉県 0:11:42
139 2720 木内 豊和 ｷｳﾁ ﾄﾖｶｽﾞ 木内 美和 ｷｳﾁ ﾐﾜ 千葉県 0:11:45
140 2807 佐々木 理 ｻｻｷ ｵｻﾑ 佐々木 奏介 ｻｻｷ ｿｳｽｹ 千葉県 0:11:46
141 2695 渡辺 早苗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾅｴ 渡辺 崇弐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｽｹ 千葉県 0:11:47
142 2786 平野 健吾 ﾋﾗﾉ ｹﾝｺﾞ 平野 蒼士 ﾋﾗﾉ ｿｳｼ 千葉県 0:11:48
143 2578 水野 美夏 ﾐｽﾞﾉ ﾐｶ 水野 優音 ﾐｽﾞﾉ ﾕﾉﾝ 千葉県 0:11:49
144 2661 佐久間 喜広 ｻｸﾏ ﾖｼﾋﾛ 佐久間 悠人 ｻｸﾏ ﾊﾙﾄ 千葉県 0:11:51
145 2736 岩渕 絵美 ｲﾜﾌﾞﾁ ｴﾐ 岩渕 優南 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾅ 千葉県 0:11:52
146 2627 渡辺 幸人 ﾜﾀﾅﾍﾞ 渡辺 花菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ 千葉県 0:11:52
147 2557 伊藤 奈央子 ｲﾄｳ ﾅｵｺ 伊藤 葵 ｲﾄｳ ｱｵｲ 千葉県 0:11:52
148 2504 齊藤 美奈 ｻｲﾄｳ ﾐﾅ 齊藤 煌大 ｻｲﾄｳ ﾗｲｱ 千葉県 0:11:53
149 2652 熊谷 絵美 ｸﾏｶﾞﾔ ｴﾐ 熊谷 星来 ｸﾏｶﾞﾔ ｾﾗ 千葉県 0:11:54
150 2523 石毛 里美 ｲｼｹﾞ ｻﾄﾐ 石毛 皓士郎 ｲｼｹﾞ ｺｳｼﾛｳ 千葉県 0:11:55
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151 2609 伊藤 真梨恵 ｲﾄｳ ﾏﾘｴ 伊藤 伍稀 ｲﾄｳ ｲﾂｷ 千葉県 0:11:59
152 2778 菅沼 陽子 ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｳｺ 菅沼 潮音 ｽｶﾞﾇﾏ ｼｵﾈ 千葉県 0:11:59
153 2810 飯島 浩幸 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 飯島 陽登 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 千葉県 0:12:00
154 2532 吉田 陽平 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 吉田 聖 ﾖｼﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 千葉県 0:12:01
155 2611 正野 広美 ﾏｻﾉ ﾋﾛﾐ 正野 祐慎 ﾏｻﾉ ﾕｳｼﾝ 千葉県 0:12:01
156 2632 石橋 睦 ｲｼﾊﾞｼ ﾑﾂﾐ 石橋 小蓮 ｲｼﾊﾞｼ ｺﾊｽ 千葉県 0:12:03
157 2605 山﨑 勝浩 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 山﨑 然 ﾔﾏｻﾞｷ ｾﾞﾝ 千葉県 0:12:04
158 2714 鈴木 貴史 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 鈴木 康汰 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 千葉県 0:12:06
159 2740 五木田 優 ｲﾂｷﾀﾞ 五木田 玲 ｲﾂｷﾀﾞ 千葉県 0:12:06
160 2738 伊藤 浩道 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ 伊藤 優花 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 千葉県 0:12:12
161 2711 向後 友香 ｺｳｺﾞ ﾕｶ 向後 佳奈 ｺｳｺﾞ ｶﾅ 千葉県 0:12:12
162 2550 小島 祐一 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 小島 礼 ｺｼﾞﾏ ﾚｲ 千葉県 0:12:13
163 2709 石井 裕子 ｲｼｲ ﾕｳｺ 石井 陽茉莉 ｲｼｲ ﾋﾏﾘ 千葉県 0:12:13
164 2803 佐藤 昭生 ｻﾄｳ ｱｷｵ 佐藤 明音 ｻﾄｳ ｱｷﾈ 千葉県 0:12:14
165 2784 向後 妙子 ｺｳｺﾞ ﾀｴｺ 向後 志乃 ｺｳｺﾞ ｼﾉ 千葉県 0:12:14
166 2821 関谷 満 ｾｷﾔ ﾐﾂﾙ 関谷 優佑 ｾｷﾔ ﾕｳｽｹ 千葉県 0:12:16
167 2674 石橋 睦美 ｲｼﾊﾞｼ ﾑﾂﾐ 石橋 煌希 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳｷ 千葉県 0:12:17
168 2621 藤ヶ﨑 萌花 ﾌｼﾞｶﾞｻｷ 日下 みつき ｸｻｶ ﾐﾂｷ 千葉県 0:12:19
169 2790 林 文乃 ﾊﾔｼ ｱﾔﾉ 林 由翔 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 千葉県 0:12:21
170 2589 小林 淳二 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 小林 宗輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 千葉県 0:12:22
171 2754 秋葉 真理子 ｱｷﾊﾞ ﾏﾘｺ 秋葉 祐人 ｱｷﾊﾞ ﾋﾛﾄ 千葉県 0:12:27
172 2753 伊藤 裕一 ｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 伊藤 悠月 ｲﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 千葉県 0:12:27
173 2630 寺井 友美 ﾃﾗｲ ﾄﾓﾐ 寺井 春人 ﾃﾗｲ ﾊﾙﾋﾄ 千葉県 0:12:29
174 2671 髙蝶 智之 ﾀｶﾁｮｳ ﾄﾓﾕｷ 髙蝶 大翔 ﾀｶﾁｮｳ ﾋﾛﾄ 千葉県 0:12:29
175 2789 塚本 和美 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 塚本 悠真 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾏ 千葉県 0:12:33
176 2561 山嵜 幸枝 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾁｴ 山嵜 瑞久 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｸ 千葉県 0:12:33
177 2679 宮口 恭一郎 ﾐﾔｸﾞﾁ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 宮口 留菜 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾙﾅ 千葉県 0:12:34
178 2703 板寺 良則 ｲﾀﾃﾞﾗ ﾖｼﾉﾘ 板寺 莉央 ｲﾀﾃﾞﾗ ﾘｵ 千葉県 0:12:35
179 2669 加瀬 勝夫 ｶｾ ｶﾂｵ 加瀬 新 ｶｾ ｼﾝ 千葉県 0:12:36
180 2673 笹野 順司 ｻｻﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 笹野 真琴 ｻｻﾉ ﾏｺﾄ 千葉県 0:12:36
181 2815 大野 武男 ｵｵﾉ ﾀｹｵ 大野 夏音 ｵｵﾉ ｶﾉﾝ 千葉県 0:12:37
182 2643 石田 秀典 ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 石田 航大 ｲｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 千葉県 0:12:40
183 2805 嶋田 慶子 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺ 嶋田 心花 ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ 千葉県 0:12:40
184 2657 城之内 安美 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾔｽﾐ 城之内 日花里 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾋｶﾘ 千葉県 0:12:41
185 2781 髙木 寿代 ﾀｶｷﾞ ﾋｻﾖ 髙木 蒼介 ﾀｶｷﾞ ｿｳｽｹ 千葉県 0:12:44
186 2798 榎本 世津子 ｴﾉﾓﾄ ｾﾂｺ 榎本 蓮太郎 ｴﾉﾓﾄ ﾚﾝﾀﾛｳ 千葉県 0:12:46
187 2731 伊藤 哲也 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊藤 さくら ｲﾄｳ ｻｸﾗ 千葉県 0:12:46
188 2752 官野 星太 ｶﾝﾉ ｾｲﾀ 山中 彩愛 ﾔﾏﾅｶ ｱﾔﾅ 千葉県 0:12:47
189 2827 大割 孝敏 ｵｵﾜﾘ ﾀｶﾄｼ 大割 由明那 ｵｵﾜﾘ ﾕﾒﾅ 千葉県 0:12:47
190 2750 伊藤 丈史 ｲﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 伊藤 優衣 ｲﾄｳ 千葉県 0:12:49
191 2685 金野 亜依 ｶﾈﾉ 金野 鷲 ｶﾈﾉ 千葉県 0:12:49
192 2739 伊藤 由紀 ｲﾄｳ ﾕｷ 伊藤 梨花 ｲﾄｳ ﾘﾝｶ 千葉県 0:12:50
193 2722 林 淳子 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝｺ 林 空良 ﾊﾔｼ ｿﾗ 千葉県 0:12:50
194 2800 佐藤 和美 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐ 佐藤 多恵 ｻﾄｳ ﾀｴ 千葉県 0:12:50
195 2729 高根 和弘 ﾀｶﾈ ｶｽﾞﾋﾛ 高根 神奈斗 ﾀｶﾈ ｶﾅﾄ 千葉県 0:12:51
196 2704 伊藤 真沙美 ｲﾄｳ ﾏｻﾐ 伊藤 蓮月 ｲﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 千葉県 0:12:51
197 2705 井澤 秀己 ｲｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾐ 井澤 爽香 ｲｻﾞﾜ ｻﾔｶ 千葉県 0:12:52
198 2650 富樫 敬子 ﾄｶﾞｼ ｹｲｺ 富樫 由梨枝 ﾄｶﾞｼ ﾕﾘｴ 千葉県 0:12:52
199 2641 伊藤 智康 ｲﾄｳ ﾄﾓﾔｽ 伊藤 遙 ｲﾄｳ ﾊﾙ 千葉県 0:12:53
200 2612 角田 恵里佳 ｶｸﾀ ｴﾘｶ 角田 煌晟 ｶｸﾀ ｺｳｾｲ 千葉県 0:12:53
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201 2642 阿部 武敏 ｱﾍﾞ ﾀｹﾄｼ 阿部 悠大 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉県 0:12:54
202 2665 向後 裕美 ｺｳｺﾞ ﾋﾛﾐ 向後 百椛 ｺｳｺﾞ ﾓｶ 千葉県 0:12:54
203 2554 髙木 純子 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ 髙木 翼 ﾀｶｷﾞ ﾂﾊﾞｻ 千葉県 0:12:55
204 2788 サング サイモン トッド ｻﾝｸﾞ ｻｲﾓﾝﾄｯﾄﾞ 塚本 桜蕾 ﾂｶﾓﾄ ｻﾗ 千葉県 0:12:56
205 2610 星野 里美 ﾎｼﾉ ｻﾄﾐ 星野 滉太 ﾎｼﾉ ｺｳﾀ 千葉県 0:12:58
206 2603 藤ヶ﨑 朱音 ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ｱｶﾈ 日下 零翔 ｸｻｶ ﾚｲﾄ 千葉県 0:12:59
207 2735 塚本 雅也 ﾂｶﾓﾄ 塚本 好香 ﾂｶﾓﾄ 千葉県 0:13:07
208 2585 宮﨑 伊里子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖﾘｺ 宮﨑 一眞 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 千葉県 0:13:08
209 2757 小林 真由美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ 小林 莉子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｺ 千葉県 0:13:09
210 2763 玉井 道子 ﾀﾏｲ ﾐﾁｺ 中鉢 菜々美 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾅﾅﾐ 千葉県 0:13:09
211 2797 向後 紀子 ｺｳｺﾞ ﾉﾘｺ 向後 咲希 ｺｳｺﾞ ｻｷ 千葉県 0:13:09
212 2644 手島 大輔 ﾃｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 手島 綺保 ﾃｼﾞﾏ ｷﾎ 千葉県 0:13:10
213 2728 宮内 美由紀 ﾐﾔｳﾁ ﾐﾕｷ 宮内 愛実 ﾐﾔｳﾁ ｱｲﾐ 千葉県 0:13:11
214 2576 渡邉 則利 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾄｼ 渡邉 璃音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾝ 千葉県 0:13:11
215 2724 君島 健二 ｷﾐｼﾏ ｹﾝｼﾞ 君島 華央 ｷﾐｼﾏ ｶｵ 千葉県 0:13:11
216 2823 矢本 のぞみ ﾔﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 矢本 直希 ﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 千葉県 0:13:12
217 2698 伊藤 睦美 ｲﾄｳ ﾑﾂﾐ 伊藤 澪 ｲﾄｳ ﾐｵ 千葉県 0:13:12
218 2531 﨑山 聡美 ｻｷﾔﾏ ｻﾄﾐ 﨑山 翼 ｻｷﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 千葉県 0:13:13
219 2556 大藤 俊貴 ｵｵﾌｼﾞ ﾄｼｷ 大藤 希海 ｵｵﾌｼﾞ ﾉｱ 千葉県 0:13:13
220 2640 大川 睦美 ｵｵｶﾜ ﾑﾂﾐ 大川 蒼 ｵｵｶﾜ ｿｳ 千葉県 0:13:15
221 2770 髙野 賢一 ﾀｶﾉ ｹﾝｲﾁ 髙野 廉喜 ﾀｶﾉ 千葉県 0:13:16
222 2574 嶋田 和晃 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 嶋田 蓮士 ｼﾏﾀﾞ ﾚﾝｼﾞ 千葉県 0:13:19
223 2682 鈴木 和恵 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｴ 鈴木 謙牙 ｽｽﾞｷ ｹﾝｶﾞ 千葉県 0:13:20
224 2540 鈴木 恵子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 鈴木 栞奈 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾅ 千葉県 0:13:21
225 2567 林 友見 ﾊﾔｼ ﾕﾐ 林 勇樹 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 千葉県 0:13:21
226 2749 伊藤 麻友美 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 伊藤 亮 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 千葉県 0:13:22
227 2536 林 奈緒美 ﾊﾔｼ ﾅｵﾐ 林 優人 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 千葉県 0:13:22
228 2541 渡邊 昌子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｺ 渡邊 竜暉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 千葉県 0:13:22
229 2653 伊藤 百合子 ｲﾄｳ ﾕﾘｺ 伊藤 光考 ｲﾄｳ ﾐﾂﾀｶ 千葉県 0:13:23
230 2528 平野 千夏 ﾋﾗﾉ ﾁﾅﾂ 平野 源樹 ﾋﾗﾉ ﾐﾅｷﾞ 千葉県 0:13:24
231 2675 加瀬 千香 ｶｾ ﾁｶ 加瀬 拓磨 ｶｾ ﾀｸﾏ 千葉県 0:13:25
232 2606 原田 美彩子 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻｺ 原田 彰斗 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾄ 千葉県 0:13:25
233 2785 伊藤 彩奈 ｲﾄｳ ｱﾔﾅ 伊藤 崇晴 ｲﾄｳ ｼｭｳｾｲ 千葉県 0:13:28
234 2601 田村 乙彦 ﾀﾑﾗ ｵﾄﾋｺ 田村 蒔乃 ﾀﾑﾗ ﾏｷﾉ 千葉県 0:13:28
235 2708 齋藤 興司 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 齋藤 蓮 ｻｲﾄｳ ﾚﾝ 千葉県 0:13:30
236 2591 伊藤 葉月 ｲﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 伊藤 咲来 ｲﾄｳ ｻｸﾗ 千葉県 0:13:31
237 2658 佐藤 恵 ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 佐藤 凛太朗 ｻﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 千葉県 0:13:31
238 2817 清水 奈緒子 ｼﾐｽﾞ ﾅｵｺ 清水 稀聖 ｼﾐｽﾞ ｷｻﾄ 千葉県 0:13:32
239 2813 石田 裕一 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 石田 椛郁 ｲｼﾀﾞ ﾓｶ 千葉県 0:13:33
240 2614 大和田 亜岐子 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｷｺ 大和田 実来 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐｸﾙ 千葉県 0:13:40
241 2668 鈴木 美智子 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｺ 石橋 和桜 ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵ 千葉県 0:13:45
242 2622 日下 恵梨子 ｸｻｶ ｴﾘｺ 日下 はづき ｸｻｶ ﾊﾂﾞｷ 千葉県 0:13:46
243 2819 伊藤 佳 ｲﾄｳ ｹｲ 伊藤 琉那 ｲﾄｳ ﾙﾅ 千葉県 0:13:48
244 2633 渡辺 美樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 渡辺 義淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 千葉県 0:13:50
245 2613 白塚 純子 ｼﾗﾂｶ ｼﾞｭﾝｺ 白塚 紗耶香 ｼﾗﾂｶ 千葉県 0:13:52
246 2555 伊藤 ひとみ ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 伊藤 嘉彦 ｲﾄｳ ﾖｼﾋｺ 千葉県 0:13:57
247 2723 横田 由利子 ﾖｺﾀ ﾕﾘｺ 横田 匠海 ﾖｺﾀ ﾀｸﾐ 千葉県 0:14:00
248 2737 佐藤 暁子 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 佐藤 俊続 ｻﾄｳ ﾄｼﾂｸﾞ 千葉県 0:14:01
249 2725 鈴木 美里 ｽｽﾞｷ ﾐｻﾄ 鈴木 蓮心 ｽｽﾞｷ ﾚﾝ 千葉県 0:14:03
250 2662 関根 誠 ｾｷﾈ ﾏｺﾄ 関根 陽翔 ｾｷﾈ ﾊﾙﾄ 千葉県 0:14:04
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251 2806 安藤 加賀子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｶﾞｺ 安藤 ひより ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾖﾘ 千葉県 0:14:05
252 2686 浅野 由紀子 ｱｻﾉ ﾕｷｺ 金野 波香 ｶﾈﾉ ﾅﾐｶ 千葉県 0:14:06
253 2602 渡辺 一枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｴ 渡辺 俐奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ 千葉県 0:14:06
254 2701 宮内 佳弘 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾋﾛ 宮内 璃子 ﾐﾔｳﾁ ﾘｺ 千葉県 0:14:10
255 2631 寺井 洋道 ﾃﾗｲ 寺井 莉穂 ﾃﾗｲ ﾘﾎ 千葉県 0:14:16
256 2719 江ヶ﨑 敏子 ｴｶﾞｻｷ ﾄｼｺ 江ヶ﨑 駿希 ｴｶﾞｻｷ ﾄｼｷ 千葉県 0:14:19
257 2783 石井 麻美 ｲｼｲ ｱｻﾐ 石井 凛 ｲｼｲ ﾘﾝ 千葉県 0:14:21
258 2586 神田 美乃里 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾉﾘ 神田 結愛 ｶﾝﾀﾞ 千葉県 0:14:24
259 2634 渡辺 淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 渡辺 美純 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾐ 千葉県 0:14:26
260 2664 向後 剛 ｺｳｺﾞ ﾂﾖｼ 向後 嶺 ｺｳｺﾞ ﾚｲ 千葉県 0:14:26
261 2533 加瀬 洋 ｶｾ ﾋﾛｼ 加瀬 琥哲 ｶｾ ｺﾃﾂ 千葉県 0:14:28
262 2681 鈴木 猛 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 鈴木 香里奈 ｽｽﾞｷ ｶﾘﾅ 千葉県 0:14:38
263 2565 林 佳子 ﾊﾔｼ ﾖｼｺ 林 亮太 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 千葉県 0:14:45
264 2766 椎名 郁人 ｼｲﾅ ｲｸﾄ 椎名 瑠乃 ｼｲﾅ ﾙﾉ 千葉県 0:14:47
265 2794 押尾 征洋 ｵｼｵ ﾏｻﾋﾛ 押尾 美波 ｵｼｵ ﾐｲﾅ 千葉県 0:15:00
266 2755 石毛 和志 ｲｼｹﾞ ｶｽﾞｼ 石毛 一咲 ｲｼｹﾞ ｲｻｷ 千葉県 0:15:03
267 2756 石毛 ゆき ｲｼｹﾞ ﾕｷ 石毛 歌楽 ｲｼｹﾞ ｳﾀ 千葉県 0:15:03
268 2619 加藤 祐美 ｶﾄｳ ﾕﾐ 加藤 倖太 ｶﾄｳ ｺｳﾀ 千葉県 0:15:06
269 2801 林 禎和 ﾊﾔｼ ｻﾀﾞｶｽﾞ 林 栞和 ﾊﾔｼ ｶﾝﾅ 千葉県 0:15:10
270 2818 中村 豊 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ 中村 柑南 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 千葉県 0:15:13
271 2762 玉井 美香 ﾀﾏｲ ﾐｶ 玉井 麻菜 ﾀﾏｲ ﾏﾅ 千葉県 0:15:16
272 2537 平野 奈々 ﾋﾗﾉ ﾅﾅ 平野 龍介 ﾋﾗﾉ ﾘｭｳｽｹ 千葉県 0:15:21
273 2691 片山 育代 ｶﾀﾔﾏ ｲｸﾖ 片山 結衣 ｶﾀﾔﾏ ﾕｲ 千葉県 0:15:29
274 2620 太田 美保 ｵｵﾀ ﾐﾎ 太田 美喜 ｵｵﾀ ﾐｷ 千葉県 0:15:41
275 2782 小野 智美 ｵﾉ ﾄﾓﾐ 小野 莉里奈 ｵﾉ ﾘﾘﾅ 千葉県 0:16:02
276 2693 長尾 恭道 ﾅｶﾞｵ ﾔｽﾐﾁ 長尾 仁香 ﾅｶﾞｵ ﾆｶ 千葉県 0:16:16
277 2761 飯島 直樹 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵｷ 飯島 寧々 ｲｲｼﾞﾏ ﾈﾈ 千葉県 0:16:17
278 2624 三好 美寿々 ﾐﾖｼ ﾐｽｽﾞ 三好 来輝 ﾐﾖｼ ﾗｲｷ 千葉県 0:16:21
279 2775 木村 友隆 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾀｶ 木村 仁湖 ｷﾑﾗ ﾆｺ 千葉県 0:16:31
280 2776 木村 宏美 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 木村 康樹 ｷﾑﾗ ｺｳｷ 千葉県 0:16:31
281 2666 菱木 真奈美 ﾋｼｷ ﾏﾅﾐ 菱木 凛 ﾋｼｷ ﾘﾝ 千葉県 0:16:34
282 2604 山﨑 木綿子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｺ 山﨑 梨花 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝｶ 千葉県 0:16:35
283 2544 石橋 真寿美 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｽﾐ 石橋 結人 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｲﾄ 千葉県 0:16:39
284 2510 小堀 文子 ｺﾎﾞﾘ ﾌﾐｺ 小堀 蒼介 ｺﾎﾞﾘ ｿｳｽｹ 千葉県 0:17:03
285 2707 八木 沙織 ﾔｷﾞ ｻｵﾘ 八木 煌太 ﾔｷﾞ ｺｳﾀ 千葉県 0:17:13
286 2560 小澤 康代 ｵｻﾞﾜ ﾔｽﾖ 小澤 昇真 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 千葉県 0:17:31
287 2760 加瀬 直子 ｶｾ ﾅｵｺ 水村 早織 ﾐｽﾞﾑﾗ ｻｵﾘ 千葉県 0:18:34
288 2569 吉田 舞 ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ 吉田 拓真 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 千葉県 0:18:36
289 2733 菅谷 修代 ｽｶﾞﾔ 林 大輝 ﾊﾔｼ 千葉県 0:19:26
290 2793 吉田 幸代 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁﾖ 吉田 宗功 ﾖｼﾀﾞ ﾑﾈﾉﾘ 千葉県 0:19:48
291 2792 吉田 幸弘 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 吉田 宗功 ﾖｼﾀﾞ ﾑﾈﾉﾘ 千葉県 0:19:49
292 2814 大野 恵美 ｵｵﾉ ﾒｸﾞﾐ 大野 武蔵 ｵｵﾉ ﾑｻｼ 千葉県 0:22:00
293 2734 菅谷 隆義 ｽｶﾞﾔ 林 夏楓 ﾊﾔｼ 千葉県 0:25:20
294 2771 髙野 千礼 ﾀｶﾉ ﾁｵﾘ 髙野 順喜 ﾀｶﾉ 千葉県 0:25:23
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