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1 2043 小井沼 康良 ｵｲﾇﾏ ﾔｽﾖｼ 小井沼 陸王 ｵｲﾇﾏ ﾘｸｵｳ 栃木県 0:07:39
2 2019 加藤 幸治 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 加藤 朗峻 ｶﾄｳ ﾛﾆｲ 千葉県 0:07:39
3 2064 大塚 翼 ｵｵﾂｶ ﾂﾊﾞｻ 大塚 玲緒 ｵｵﾂｶ ﾚｵ 千葉県 0:07:49
4 2031 門倉 正和 ｶﾄﾞｸﾗ ﾏｻｶｽﾞ 門倉 汐生 ｶﾄﾞｸﾗ ｾｲ 茨城県 0:07:50
5 2016 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 0:07:51
6 2048 山村 洋光 ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾛﾐﾂ 山村 蒼空 ﾔﾏﾑﾗ ｿﾗ 千葉県 0:07:54
7 2058 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 0:08:01
8 2049 井上 孝二 ｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ 井上 卓也 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 千葉県 0:08:37
9 2050 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 0:08:56

10 2002 髙橋 一豊 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄﾖ 髙橋 大夢 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 千葉県 0:09:04
11 2022 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 0:09:27
12 2038 松井 通 ﾏﾂｲ ﾄｵﾙ 松井 勇翔 ﾏﾂｲ ﾕｳｼｮｳ 千葉県 0:09:27
13 2054 鈴木 孝明 ｽｽﾞｷ ﾀｶｱｷ 鈴木 綾乃 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾉ 千葉県 0:09:36
14 2023 川島 洋一 ｶﾜｼﾏ ﾖｳｲﾁ 川島 脩太郎 ｶﾜｼﾏ ｼｭｳﾀﾛｳ 千葉県 0:09:38
15 2017 向後 仁志 ｺｳｺﾞ ﾋﾄｼ 向後 栞菜 ｺｳｺﾞ ｶﾝﾅ 長野県 0:09:38
16 2055 青柳 真吾 ｱｵﾔｷﾞ ｼﾝｺﾞ 青柳 圭音 ｱｵﾔｷﾞ ｹｲﾄ 千葉県 0:09:42
17 2046 中島 剛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾖｼ 中島 大翔 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾄ 茨城県 0:09:42
18 2033 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 0:09:44
19 2028 福澤 貞治 ﾌｸｻﾞﾜ ﾃｲｼﾞ 草薙 優斗 ｸｻﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 千葉県 0:10:20
20 2061 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 0:10:23
21 2062 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 0:10:42
22 2039 松井 康子 ﾏﾂｲ ﾔｽｺ 松井 美羽 ﾏﾂｲ ﾐｳ 千葉県 0:10:47
23 2026 平井 拓史 ﾋﾗｲ ﾀｸｼﾞ 黒田 佑汰 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ 千葉県 0:10:52
24 2005 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 0:10:53
25 2001 坪沼 光一 ﾂﾎﾞﾇﾏ ｺｳｲﾁ 坪沼 結菜 ﾂﾎﾞﾇﾏ ﾕﾅ 茨城県 0:11:03
26 2010 菅谷 淳一 ｽｶﾞﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 菅谷 凛織 ｽｶﾞﾔ ﾘｵ 千葉県 0:11:11
27 2018 鮒田 栄治 ﾌﾅﾀﾞ ｴｲｼﾞ 鮒田 遥 ﾌﾅﾀﾞ ﾊﾙｶ 東京都 0:11:18
28 2008 大木 千恵子 ｵｵｷ ﾁｴｺ 大木 千宙 ｵｵｷ ﾁﾋﾛ 千葉県 0:11:23
29 2040 大木 崇 ｵｵｷ ﾀｶｼ 大木 誠士郎 ｵｵｷ ｾｲｼﾛｳ 千葉県 0:11:25
30 2007 西山 麻衣 ﾆｼﾔﾏ ﾏｲ 西山 凛星 ﾆｼﾔﾏ ﾘｲｱ 千葉県 0:11:40
31 2009 阪口 恵未 ｻｶｸﾞﾁ ｴﾐ 阪口 心彩 ｻｶｸﾞﾁ ｺｺﾅ 千葉県 0:11:40
32 2036 岡野 千春 ｵｶﾉ ﾁﾊﾙ 岡野 愛華 ｵｶﾉ ｱｲｶ 千葉県 0:11:43
33 2034 八ッ橋 祐太 ﾔﾂﾊｼ ﾕｳﾀ 八ッ橋 広希 ﾔﾂﾊｼ ｺｳｷ 千葉県 0:11:46
34 2004 椎名 やよい ｼｲﾅ ﾔﾖｲ 椎名 眞虎 ｼｲﾅ ﾏｺ 千葉県 0:11:48
35 2032 冨田 真紀 ﾄﾐﾀ ﾏｷ 冨田 明里 ﾄﾐﾀ ｱｶﾘ 千葉県 0:11:51
36 2025 笹森 匡 ｻｻﾓﾘ ｷｮｳ 黒田 莉沙 ｸﾛﾀﾞ ﾘｻ 千葉県 0:11:54
37 2020 坂本 嘉美 ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾐ 坂本 空来 ｻｶﾓﾄ ｿﾗ 千葉県 0:12:04
38 2014 加藤 真紀 ｶﾄｳ ﾏｷ 加藤 拓真 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 千葉県 0:12:08
39 2042 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 0:12:27
40 2045 米本 孝志 ﾖﾈﾓﾄ ﾀｶｼ 米本 心春 ﾖﾈﾓﾄ ｺﾊﾙ 東京都 0:12:30
41 2021 吉田 泰雄 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｵ 吉田 恵 ﾖｼﾀﾞ ｹｲ 千葉県 0:12:35
42 2003 佐久間 美佳 ｻｸﾏ ﾐｶ 佐久間 丈 ｻｸﾏ ｼﾞｮｳ 千葉県 0:12:48
43 2015 布施 和之 ﾌｾ ｶｽﾞﾕｷ 布施 宏夏 ﾌｾ ﾋﾛｶ 千葉県 0:12:54
44 2047 加藤 夕奈 ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 加藤 仁奈 ｶﾄｳ ﾆﾅ 千葉県 0:12:56
45 2037 金井 くらら ｶﾅｲ ｸﾗﾗ 金井 心 ｶﾅｲ ｺｺﾛ 千葉県 0:12:58
46 2052 平田 佐智子 ﾋﾗﾀ ｻﾁｺ 平田 大貴 ﾋﾗﾀ ﾀｲｷ 千葉県 0:13:08
47 2013 宮本 美弥子 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾔｺ 宮本 彩 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔ 千葉県 0:13:39
48 2056 山田 茂菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾅ 山田 柚菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 千葉県 0:13:51
49 2044 末松 久美子 ｽｴﾏﾂ ｸﾐｺ 末松 龍 ｽｴﾏﾂ ﾘｭｳ 茨城県 0:13:53
50 2006 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 0:14:11
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51 2071 飯田 真澄 ｼﾗｲ ﾏｽﾐ 飯田 陽仁 ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾄ 埼玉県 0:14:36
52 2024 喜多 晴菜 ｷﾀ ﾊﾙﾅ 横山 健翔 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾄ 千葉県 0:15:10
53 2057 山田 浩久 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 山田 理久 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸ 千葉県 0:15:12
54 2041 大木 亜矢子 ｵｵｷ ｱﾔｺ 大木 航史郎 ｵｵｷ ｺｳｼﾛｳ 千葉県 0:15:34
55 2027 坂 章寛 ｻｶ ｱｷﾋﾛ 岩渕 翔哉 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 千葉県 0:15:59
56 2069 吉田 邦子 ﾖｼﾀﾞ ｸﾆｺ 近藤 聡 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 千葉県 0:16:09
57 2059 西野 由香 ﾆｼﾉ ﾕｶ 西野 優太 ﾆｼﾉ ﾕｳﾀ 千葉県 0:17:11
58 2067 近藤 裕香 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｶ 近藤 孝祐 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 千葉県 0:17:22
59 2029 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 0:19:12
60 2068 近藤 和久 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋｻ 近藤 久哲 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻｱｷ 千葉県 0:20:04
61 2051 林 聡美 ﾊﾔｼ ｻﾄﾐ 林 由莉乃 ﾊﾔｼ ﾕﾘﾉ 千葉県 0:20:25
62 2030 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 0:21:08

2018/02/04


