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1 2566 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 0:07:32
2 2702 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 0:07:46
3 2715 林 春輝 ﾊﾔｼ ﾊﾙｷ 林 爽太 ﾊﾔｼ ｿｳﾀ 千葉県 0:07:55
4 2562 中嶋 巧 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 谷口 恵斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲﾄ 千葉県 0:08:03
5 2770 角田 健 ｶｸﾀ ｹﾝ 角田 煌晟 ｶｸﾀ ｺｳｾｲ 千葉県 0:08:08
6 2525 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 0:08:13
7 2758 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 0:08:15
8 2665 林 和洋 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 林 琉生 ﾊﾔｼ ﾙｲ 千葉県 0:08:25
9 2725 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 0:08:26

10 2507 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 0:08:27
11 2501 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 0:08:35
12 2547 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 0:08:36
13 2556 宮口 恭一郎 ﾐﾔｸﾞﾁ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 宮口 春輝 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 千葉県 0:08:38
14 2639 本田 もとき ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾄｷ 齊藤 美円 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾏ 千葉県 0:08:39
15 2578 齊藤 史紀 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾉﾘ 齊藤 漣凰 ｻｲﾄｳ ﾚｵﾝ 千葉県 0:08:50
16 2630 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 0:08:51
17 2643 鶴海 正寿 ﾂﾙﾐ ﾏｻﾄｼ 鶴海 椛音 ﾂﾙﾐ ﾐｵﾝ 千葉県 0:09:00
18 2583 平野 勝久 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾋｻ 平野 瑛都 ﾋﾗﾉ ｴｲﾄ 千葉県 0:09:00
19 2600 加瀬 康博 ｶｾ ﾔｽﾋﾛ 加瀬 健太郎 ｶｾ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 0:09:01
20 2508 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 0:09:03
21 2504 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 0:09:06
22 2599 吉永 一也 ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 吉永 萊王 ﾖｼﾅｶﾞ ﾚｵ 千葉県 0:09:09
23 2716 髙木 俊典 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾉﾘ 髙木 蒼介 ﾀｶｷﾞ ｿｳｽｹ 千葉県 0:09:18
24 2535 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 0:09:18
25 2553 白石 貴也 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾔ 白石 翔 ｼﾗｲｼ ｼｮｳ 千葉県 0:09:19
26 2544 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 0:09:20
27 2645 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 0:09:22
28 2585 椎名 弘 ｼｲﾅ ﾋﾛｼ 椎名 涼介 ｼｲﾅ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 0:09:22
29 2776 齋藤 淳司 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ 齋藤 菜々佳 ｻｲﾄｳ ﾅﾅｶ 千葉県 0:09:24
30 2748 林 勝巳 ﾊﾔｼ ｶﾂﾐ 林 洸太 ﾊﾔｼ ｺｳﾀ 千葉県 0:09:24
31 2557 宮口 綾加 ﾐﾔｸﾞﾁ ｱﾔｶ 宮口 留菜 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾙﾅ 千葉県 0:09:25
32 2687 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 0:09:27
33 2697 宮崎 和弘 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 宮崎 煌大 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｷ 千葉県 0:09:28
34 2746 舘山 浩明 ﾀﾃﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 舘山 純弥 ﾀﾃﾔﾏ ｱﾂｷ 千葉県 0:09:30
35 2527 寺嶋 一成 ﾃﾗｼﾞﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 寺嶋 旺生 ﾃﾗｼﾞﾏ ｵｳ 千葉県 0:09:31
36 2524 伊藤 敬一 ｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 伊藤 遥偉 ｲﾄｳ ﾊﾚｲ 千葉県 0:09:32
37 2696 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 0:09:36
38 2565 小澤 玄季 ｵｻﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 小澤 由依 ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 千葉県 0:09:38
39 2678 森田 慶一郎 ﾓﾘﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 森田 琥海 ﾓﾘﾀ ｺｳｶﾞ 千葉県 0:09:44
40 2729 飯嶋 秀樹 ｲｲｼﾞﾏ 飯嶋 作弥 ｲｲｼﾞﾏ 千葉県 0:09:45
41 2732 加瀬 好美 ｶｾ ﾖｼﾐ 加瀬 新 ｶｾ ｼﾝ 千葉県 0:09:45
42 2511 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 0:09:46
43 2644 佐藤 美由紀 ｻﾄｳ ﾐﾕｷ 佐藤 槍飛 ｻﾄｳ ｿｳﾋ 千葉県 0:09:47
44 2541 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 0:09:48
45 2690 宇野 大和 ｳﾉ ﾔﾏﾄ 宇野 侑和 ｳﾉ ﾕｳﾜ 千葉県 0:09:49
46 2701 大友 真由美 ｵｵﾄﾓ 大友 優希 ｵｵﾄﾓ 千葉県 0:09:52
47 2730 早川 幸恵 ﾊﾔｶﾜ 早川 ひなた ﾊﾔｶﾜ ﾋﾅﾀ 千葉県 0:09:52
48 2741 嶋田 勉 ｼﾏﾀﾞ ﾂﾄﾑ 嶋田 花音 ｼﾏﾀﾞ ｶﾉﾝ 千葉県 0:09:54
49 2792 加瀬 美佳 ｶｾ ﾐｶ 加瀬 夢來 ｶｾ ﾕﾗ 千葉県 0:09:56
50 2799 菅澤 智子 ｽｶﾞｻﾜ ﾄﾓｺ 菅澤 要仁 ｽｶﾞｻﾜ ｶﾅﾋﾄ 千葉県 0:09:57
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51 2628 伊藤 克彦 ｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ 伊藤 楓来 ｲﾄｳ ｶｴﾗ 千葉県 0:09:59
52 2736 富樫 勇介 ﾄﾐｶﾞｼ 富樫 由梨枝 ﾄﾐｶﾞｼ 千葉県 0:10:00
53 2667 矢本 悠 ﾔﾓﾄ ﾕｳ 矢本 宗生 ﾔﾓﾄ ｿｳｷ 千葉県 0:10:01
54 2739 石見 通 ｲｼﾐ ﾄｵﾙ 石見 佳通 ｲｼﾐ ﾖｼﾐﾁ 千葉県 0:10:02
55 2675 関 尚之 ｾｷ ﾅｵﾕｷ 関 翔梧 ｾｷ ｼｮｳｺﾞ 千葉県 0:10:02
56 2579 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 0:10:04
57 2743 宮里 龍実 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀﾂﾐ 宮里 音羽 ﾐﾔｻﾞﾄ ｵﾄﾊ 千葉県 0:10:04
58 2636 石橋 春弥 ｲｼﾊﾞｼ ｼｭﾝﾔ 立川 好晴 ﾀﾁｶﾜ ｺｳｾｲ 千葉県 0:10:12
59 2580 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 0:10:13
60 2519 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 0:10:13
61 2752 伊藤 希代士 ｲﾄｳ ｷﾖｼ 伊藤 蓮 ｲﾄｳ ﾚﾝ 千葉県 0:10:18
62 2773 越川 正紀 ｺｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 越川 陽介 ｺｼｶﾜ ﾖｳｽｹ 千葉県 0:10:22
63 2622 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 0:10:22
64 2694 菱木 和哉 ﾋｼｷ ｶｽﾞﾔ 菱木 美海 ﾋｼｷ ﾐｳ 千葉県 0:10:24
65 2632 柴田 憲太朗 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 柴田 洸琉 ｼﾊﾞﾀ ﾀｹﾙ 千葉県 0:10:24
66 2747 玉井 美香 ﾀﾏｲ ﾐｶ 玉井 彩菜 ﾀﾏｲ ｱﾔﾅ 千葉県 0:10:26
67 2756 サング サイモン・トッド ｻﾝｸﾞ ｻｲﾓﾝﾄｯﾄﾞ 塚本 悠真 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾏ 千葉県 0:10:30
68 2655 山崎 宜大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 山崎 竜輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂｷ 千葉県 0:10:33
69 2778 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 0:10:33
70 2509 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 0:10:39
71 2659 越川 雅人 ｺｼｶﾜ ﾏｻﾄ 越川 湊斗 ｺｼｶﾜ ﾐﾅﾄ 千葉県 0:10:40
72 2514 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 0:10:42
73 2666 浪川 恵 ﾅﾐｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 浪川 幸樹 ﾅﾐｶﾜ ｺｳｷ 千葉県 0:10:45
74 2533 小堀 奨 ｺﾎﾞﾘ ｽｽﾑ 小堀 桃花 ｺﾎﾞﾘ ﾓﾓｶ 千葉県 0:10:45
75 2563 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 0:10:47
76 2734 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 0:10:48
77 2555 向後 好枝 ｺｳｺﾞ ﾖｼｴ 向後 恒徳 ｺｳｺﾞ ﾋｻﾖｼ 千葉県 0:10:53
78 2724 石橋 英道 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾐﾁ 石橋 新太 ｲｼﾊﾞｼ ｱﾗﾀ 千葉県 0:10:56
79 2679 鈴木 一成 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 鈴木 萌生 ｽｽﾞｷ ﾒｲ 千葉県 0:10:57
80 2559 松戸 茜 ﾏﾂﾄﾞ ｱｶﾈ 松戸 琥珀 ﾏﾂﾄﾞ ｺﾊｸ 千葉県 0:10:58
81 2788 豊嶋 千恵 ﾄﾖｼﾏ ﾁｴ 豊嶋 陸斗 ﾄﾖｼﾏ ﾘｸﾄ 千葉県 0:10:58
82 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 0:10:59
83 2641 﨑山 友繁 ｻｷﾔﾏ ﾄﾓｼｹﾞ 﨑山 巧翔 ｻｷﾔﾏ ﾀｸﾄ 千葉県 0:10:59
84 2582 石島 沙弥香 ｲｼｼﾞﾏ ｻﾔｶ 石島 萌愛 ｲｼｼﾞﾏ ﾓｴ 千葉県 0:11:00
85 2760 佐藤 昭生 ｻﾄｳ ｱｷｵ 佐藤 明音 ｻﾄｳ ｱｷﾈ 千葉県 0:11:00
86 2575 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 0:11:02
87 2620 尾形 豪拓 ｵｶﾞﾀ ﾀｹﾋﾛ 尾形 粹紀 ｵｶﾞﾀ ｲﾌﾞｷ 千葉県 0:11:04
88 2613 島 絵美里 ｼﾏ ｴﾐﾘ 島 菜月 ｼﾏ ﾅﾂｷ 千葉県 0:11:05
89 2558 林 大樹 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｷ 林 勇樹 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 千葉県 0:11:05
90 2586 小松 友徳 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾉﾘ 小松 彩葉 ｺﾏﾂ ｲﾛﾊ 千葉県 0:11:06
91 2638 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 0:11:09
92 2786 武井 健次 ﾀｹｲ ｹﾝｼﾞ 武井 佑輔 ﾀｹｲ ﾕｳｽｹ 千葉県 0:11:11
93 2660 本村 えいたろう ﾓﾄﾑﾗ ｴｲﾀﾛｳ 本村 みなみ ﾓﾄﾑﾗ ﾐﾅﾐ 千葉県 0:11:12
94 2516 伊藤 奈央子 ｲﾄｳ ﾅｵｺ 伊藤 葵 ｲﾄｳ ｱｵｲ 千葉県 0:11:13
95 2506 髙橋 奈美子 ﾀｶﾊｼ ﾅﾐｺ 髙橋 裕人 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 千葉県 0:11:14
96 2594 寺井 洋道 ﾃﾗｲ 寺井 春人 ﾃﾗｲ ﾊﾙﾋﾄ 千葉県 0:11:17
97 2664 髙橋 裕也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 髙橋 優斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 千葉県 0:11:18
98 2569 清野 祥啓 ｷﾖﾉ ﾖｼﾋﾛ 清野 敦士 ｷﾖﾉ ｱﾂｼ 千葉県 0:11:19
99 2797 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 0:11:20

100 2515 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 0:11:21
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101 2722 島田 克康 ｼﾏﾀﾞ ｶﾂﾔｽ 島田 楓牙 ｼﾏﾀﾞ ﾌｳｶﾞ 千葉県 0:11:21
102 2686 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 0:11:21
103 2532 﨑山 裕史 ｻｷﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ 﨑山 颯久 ｻｷﾔﾏ ｿﾜ 千葉県 0:11:22
104 2768 平野 誠一 ﾋﾗﾉ ｾｲｲﾁ 平野 暖佳 ﾋﾗﾉ ﾊﾙｶ 千葉県 0:11:23
105 2536 鈴木 恵里 ｽｽﾞｷ ｴﾘ 鈴木 尊 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 千葉県 0:11:24
106 2769 浜城 和彦 ﾊﾏｷ ｶｽﾞﾋｺ 浜城 祐介 ﾊﾏｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 0:11:25
107 2577 戸田 和之 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 戸田 結子 ﾄﾀﾞ ﾕｲｺ 千葉県 0:11:28
108 2704 伊藤 丈史 ｲﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 伊藤 亮 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 千葉県 0:11:29
109 2796 伊藤 和典 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 伊藤 大乃 ｲﾄｳ ﾋﾛﾉ 千葉県 0:11:31
110 2691 石井 裕子 ｲｼｲ ﾕｳｺ 石井 陽茉莉 ｲｼｲ ﾋﾏﾘ 千葉県 0:11:31
111 2552 林 悟史 ﾊﾔｼ ｻﾄｼ 林 由翔 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 千葉県 0:11:32
112 2629 伊藤 葉月 ｲﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 伊藤 咲来 ｲﾄｳ ｻｸﾗ 千葉県 0:11:32
113 2718 古家 正人 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄ 古家 悠満 ﾌﾙﾔ ﾊﾙﾏ 千葉県 0:11:33
114 2649 椎名 久美子 ｼｲﾅ ｸﾐｺ 椎名 瑠乃 ｼｲﾅ ﾙﾉ 千葉県 0:11:35
115 2608 田村 乙彦 ﾀﾑﾗ ｵﾄﾋｺ 田村 蒔乃 ﾀﾑﾗ ﾏｷﾉ 千葉県 0:11:35
116 2712 藤代 好美 ﾌｼﾞｼﾛ 藤代 琴葉 ﾌｼﾞｼﾛ 千葉県 0:11:36
117 2568 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 0:11:37
118 2624 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 0:11:37
119 2540 林 瑶子 ﾊﾔｼ ﾖｳｺ 林 航成 ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 千葉県 0:11:38
120 2650 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 0:11:39
121 2531 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 0:11:41
122 2554 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 0:11:41
123 2703 伊藤 麻友美 ｲﾄｳ 伊藤 優衣 ｲﾄｳ ﾕｲ 千葉県 0:11:41
124 2513 加瀬 洋 ｶｾ ﾋﾛｼ 加瀬 琥哲 ｶｾ ｺﾃﾂ 千葉県 0:11:43
125 2657 川口 文江 ｶﾜｸﾞﾁ ﾌﾐｴ 川口 大翔 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 千葉県 0:11:43
126 2605 石井 和芳 ｲｼｲ ｶｽﾞﾖｼ 石井 飛鳥 ｲｼｲ ｱｽｶ 千葉県 0:11:49
127 2570 伊藤 規子 ｲﾄｳ ﾉﾘｺ 伊藤 健太郎 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 0:11:50
128 2517 椎名 敏夫 ｼｲﾅ ﾄｼｵ 来栖 優莉 ｸﾙｽ ﾕｳﾘ 千葉県 0:11:50
129 2682 加藤 卓 ｶﾄｳ ｽｸﾞﾙ 加藤 倖太 ｶﾄｳ ｺｳﾀ 千葉県 0:11:51
130 2581 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 0:11:52
131 2764 鈴木 沙耶香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 鈴木 頼人 ｽｽﾞｷ ﾖﾘﾄ 千葉県 0:11:53
132 2591 伊藤 直美 ｲﾄｳ ﾅｵﾐ 伊藤 菜々海 ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ 千葉県 0:11:54
133 2648 桒田 和樹 ｸﾜﾀ ｶｽﾞｷ 桒田 真梨夏 ｸﾜﾀ ﾏﾅﾂ 千葉県 0:11:56
134 2668 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 0:11:57
135 2564 小林 勇貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 小林 勇慶 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 千葉県 0:12:00
136 2546 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 0:12:02
137 2693 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 0:12:02
138 2611 池田 景子 ｲｹﾀﾞ ｹｲｺ 池田 圭寿 ｲｹﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ 千葉県 0:12:03
139 2539 越川 永敬 ｺｼｶﾜ ﾅｶﾞﾖｼ 越川 大誠 ｺｼｶﾜ ﾀｲｾｲ 千葉県 0:12:03
140 2621 伊藤 智康 ｲﾄｳ ﾄﾓﾔｽ 伊藤 遙 ｲﾄｳ ﾊﾙ 千葉県 0:12:03
141 2567 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 0:12:04
142 2684 近藤 貴代 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾖ 近藤 愛莉 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ 千葉県 0:12:09
143 2677 関根 誠 ｾｷﾈ ﾏｺﾄ 関根 陽翔 ｾｷﾈ ﾊﾙﾄ 千葉県 0:12:10
144 2733 向後 友香 ｺｳｺﾞ ﾕｶ 向後 佳奈 ｺｳｺﾞ ｶﾅ 千葉県 0:12:11
145 2711 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 0:12:11
146 2717 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 0:12:13
147 2597 向後 裕美 ｺｳｺﾞ ﾋﾛﾐ 向後 嶺 ｺｳｺﾞ ﾚｲ 千葉県 0:12:13
148 2720 五木田 優 ｺﾞｷﾀ ﾕｳ 五木田 玲 ｺﾞｷﾀ ﾚｲ 千葉県 0:12:13
149 2783 藍谷 真一 ｱｲﾔ ｼﾝｲﾁ 嶋田 陽真 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾏ 千葉県 0:12:14
150 2503 松丸 友子 ﾏﾂﾏﾙ ﾄﾓｺ 松丸 栞奈 ﾏﾂﾏﾙ ｶﾝﾅ 千葉県 0:12:15
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151 2688 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 0:12:18
152 2713 水野 真実 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾐ 水野 麻結 ﾐｽﾞﾉ ﾏﾕ 千葉県 0:12:19
153 2698 木内 豊和 ｷｳﾁ ﾄﾖｶｽﾞ 木内 美和 ｷｳﾁ ﾐﾜ 千葉県 0:12:21
154 2615 宮﨑 謙次 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 宮﨑 一眞 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 千葉県 0:12:22
155 2683 向後 千琴 ｺｳｺﾞ ﾁｺﾄ 向後 梨琴 ｺｳｺﾞ ﾘｺ 千葉県 0:12:24
156 2537 石井 佳代子 ｲｼｲ ｶﾖｺ 石井 遥輝 ｲｼｲ ﾊﾙｷ 千葉県 0:12:26
157 2561 小山 朋宏 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 小山 美帆 ｺﾔﾏ ﾐﾎ 千葉県 0:12:31
158 2618 渡邉 智美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ 渡邉 璃音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾝ 千葉県 0:12:34
159 2633 石橋 宏美 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾐ 石橋 和桜 ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵ 千葉県 0:12:35
160 2616 齋藤 興司 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 齋藤 蓮 ｻｲﾄｳ ﾚﾝ 千葉県 0:12:36
161 2538 尾張 知代 ｵﾜﾘ ﾄﾓﾖ 尾張 颯志 ｵﾜﾘ ｿｳｼ 千葉県 0:12:37
162 2590 衣鳩 美希 ｲﾊﾞﾄ ﾐｷ 伊藤 桜絆 ｲﾄｳ ｻﾅ 千葉県 0:12:38
163 2571 伊藤 哲也 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊藤 さくら ｲﾄｳ ｻｸﾗ 千葉県 0:12:39
164 2534 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 0:12:39
165 2505 柴田 大輔 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 柴田 芹奈 ｼﾊﾞﾀ ｾﾘﾅ 千葉県 0:12:41
166 2751 渡邉 佳代子 ﾜﾀﾅﾍﾞ 渡邉 羽奈香 ﾜﾀﾅﾍﾞ 千葉県 0:12:41
167 2654 加瀬 温子 ｶｾ ｱﾂｺ 加瀬 颯佑 ｶｾ ｿｳｽｹ 千葉県 0:12:42
168 2637 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 0:12:43
169 2576 嶋田 和晃 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 嶋田 虎春 ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ 千葉県 0:12:43
170 2757 塚本 和美 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 塚本 桜蕾 ﾂｶﾓﾄ ｻﾗ 千葉県 0:12:44
171 2526 寺嶋 加代 ﾃﾗｼﾞﾏ ｶﾖ 寺嶋 ひすい ﾃﾗｼﾞﾏ ﾋｽｲ 千葉県 0:12:45
172 2656 石橋 直樹 ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵｷ 石橋 飛彩 ｲｼﾊﾞｼ ﾋｲﾛ 千葉県 0:12:50
173 2640 向後 和映 ｺｳｺﾞ 向後 玲奈 ｺｳｺﾞ 千葉県 0:12:51
174 2692 吉田 拓美 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 吉田 虹虎丸 ﾖｼﾀﾞ ﾆｺﾏﾙ 千葉県 0:12:54
175 2625 米田 淑子 ﾏｲﾀ ﾄｼｺ 米田 勝真 ﾏｲﾀ ｼｮｳﾏ 千葉県 0:12:59
176 2584 柴 雄己彦 ｼﾊﾞ ﾕﾐﾋｺ 柴 ひなの ｼﾊﾞ ﾋﾅﾉ 千葉県 0:12:59
177 2742 山口 泰弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 山口 諒眞 ﾔﾏｸﾞﾁ 千葉県 0:13:00
178 2791 伊藤 佳 ｲﾄｳ ｹｲ 伊藤 琉那 ｲﾄｳ ﾙﾅ 千葉県 0:13:02
179 2784 向後 高志 ｺｳｺﾞ ﾀｶｼ 向後 咲希 ｺｳｺﾞ ｻｷ 千葉県 0:13:09
180 2795 伊藤 政恵 ｲﾄｳ ﾏｻｴ 伊藤 心々和 ｲﾄｳ ｺｺﾅ 千葉県 0:13:13
181 2790 平塚 幸子 ﾋﾗﾂｶ ﾕｷｺ 平塚 万優椛 ﾋﾗﾂｶ ﾏﾕｶ 千葉県 0:13:18
182 2529 加瀬 徳子 ｶｾ ﾉﾘｺ 加瀬 大雅 ｶｾ ﾀｲｶﾞ 千葉県 0:13:22
183 2528 座古 典子 ｻﾞｺ ﾉﾘｺ 座古 遼生 ｻﾞｺ ﾊﾙｷ 千葉県 0:13:22
184 2737 富樫 敬子 ﾄﾐｶﾞｼ 富樫 可菜実 ﾄﾐｶﾞｼ 千葉県 0:13:25
185 2647 桒田 みどり ｸﾜﾀ ﾐﾄﾞﾘ 桒田 栞花 ｸﾜﾀ ｶﾝﾅ 千葉県 0:13:28
186 2738 穴澤 綾 ｱﾅｻﾞﾜ ｱﾔ 穴澤 陽斗 ｱﾅｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 千葉県 0:13:28
187 2545 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 0:13:29
188 2777 白塚 純子 ｼﾗﾂｶ ｼﾞｭﾝｺ 白塚 紗耶香 ｼﾗﾂｶ ｻﾔｶ 千葉県 0:13:30
189 2593 寺井 友美 ﾃﾗｲ ﾄﾓﾐ 寺井 莉穂 ﾃﾗｲ ﾘﾎ 千葉県 0:13:32
190 2789 平塚 憲一 ﾋﾗﾂｶ ｹﾝｲﾁ 平塚 悠太郎 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉県 0:13:42
191 2707 木村 友隆 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾀｶ 木村 康樹 ｷﾑﾗ ｺｳｷ 千葉県 0:13:44
192 2607 加瀬 勝夫 ｶｾ ｶﾂｵ 水村 早織 ﾐｽﾞﾑﾗ ｻｵﾘ 千葉県 0:13:47
193 2588 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 0:13:49
194 2708 木村 宏美 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 木村 仁湖 ｷﾑﾗ ﾆｺ 千葉県 0:13:56
195 2626 小野 誠 ｵﾉ ﾏｺﾄ 小野 音々花 ｵﾉ ﾈﾈｶ 千葉県 0:13:58
196 2512 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 0:13:59
197 2719 石井 夕佳 ｲｼｲ ﾕｶ 石井 夢乃 ｲｼｲ ﾕﾉ 千葉県 0:14:01
198 2560 小山 智美 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾐ 小山 弘貴 ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ 千葉県 0:14:03
199 2670 石井 総美 ｲｼｲ ｻﾄﾐ 石井 心寧 ｲｼｲ ｺｺﾈ 千葉県 0:14:04
200 2793 中村 梓 ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ 中村 柑南 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 千葉県 0:14:07
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201 2646 菅谷 善久 ｽｶﾞﾔ ﾖｼﾋｻ 菅谷 琉 ｽｶﾞﾔ ﾘｭｳ 千葉県 0:14:11
202 2542 村上 弘樹 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ 渡邉 晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙ 千葉県 0:14:12
203 2765 加瀬 桃子 ｶｾ ﾓﾓｺ 加瀬 桃矢 ｶｾ ﾄｳﾔ 千葉県 0:14:19
204 2598 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 0:14:20
205 2661 掛巣 未央 ｶｹｽ ﾐｵ 掛巣 寛人 ｶｹｽ ﾋﾛﾄ 千葉県 0:14:21
206 2617 越川 朱美 ｺｼｶﾜ 越川 蒼空 ｺｼｶﾜ ｿﾗ 千葉県 0:14:22
207 2681 太田 美保 ｵｵﾀ 太田 美喜 ｵｵﾀ 千葉県 0:14:23
208 2740 小林 真由美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ 小林 結菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 千葉県 0:14:26
209 2744 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 0:14:29
210 2700 髙安 忠廣 ﾀｶﾔｽ ﾀﾀﾞﾋﾛ 髙安 真緒 ﾀｶﾔｽ ﾏｵ 千葉県 0:14:39
211 2627 小野 智美 ｵﾉ ﾄﾓﾐ 小野 莉里奈 ｵﾉ ﾘﾘﾅ 千葉県 0:14:47
212 2779 林 禎和 ﾊﾔｼ ｻﾀﾞｶｽﾞ 林 栞和 ﾊﾔｼ ｶﾝﾅ 千葉県 0:14:50
213 2672 水野 七重 ﾐｽﾞﾉ ﾅﾅｴ 水野 航佑 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｽｹ 千葉県 0:14:52
214 2592 伊藤 史江 ｲﾄｳ ﾌﾐｴ 伊藤 結唯 ｲﾄｳ ﾕｲ 千葉県 0:15:00
215 2573 吉田 あや子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｺ 吉田 夏那斗 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾄ 千葉県 0:15:03
216 2601 安藤 達郎 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾛｳ 安藤 絢人 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾄ 千葉県 0:15:03
217 2502 加瀬 宏美 ｶｾ ﾋﾛﾐ 加瀬 力翔 ｶｾ ﾘｷﾄ 千葉県 0:15:15
218 2727 菅谷 修代 ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾖ 林 大輝 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｷ 千葉県 0:15:27
219 2510 吉田 舞 ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ 吉田 拓真 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 千葉県 0:15:32
220 2669 千本松 真由美 ｾﾝﾎﾞﾝﾏﾂ ﾏﾕﾐ 千本松 陽菜多 ｾﾝﾎﾞﾝﾏﾂ ﾋﾅﾀ 千葉県 0:15:36
221 2731 山口 希 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ 山口 真輝 ﾔﾏｸﾞﾁ 千葉県 0:15:38
222 2699 浪川 篤 ﾅﾐｶﾜ 浪川 大 ﾅﾐｶﾜ 千葉県 0:15:42
223 2550 新井 寛信 ｱﾗｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 新井 龍 ｱﾗｲ ﾘｭｳ 千葉県 0:15:47
224 2604 石井 幸恵 ｲｼｲ ｻﾁｴ 石井 未来 ｲｼｲ ﾐﾗｲ 千葉県 0:15:55
225 2518 宍倉 友紀子 ｼｼｸﾗ ﾕｷｺ 宍倉 唯斗 ｼｼｸﾗ ﾕｲﾄ 千葉県 0:16:18
226 2673 浪川 知江美 ﾅﾐｶﾜ ﾁｴﾐ 浪川 愛梨 ﾅﾐｶﾜ ｱｲﾘ 千葉県 0:16:27
227 2685 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 0:16:42
228 2728 ヤギ ケンイチ ﾔｷﾞ ｹﾝｲﾁ ヤギ カナミ ﾔｷﾞ ｶﾅﾐ 千葉県 0:17:22
229 2771 向後 新治 ｺｳｺﾞ ｼﾝｼﾞ 向後 陽々咲 ｺｳｺﾞ ﾋﾋﾞｷ 千葉県 0:17:26
230 2602 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 0:17:27
231 2676 関 直美 ｾｷ ﾅｵﾐ 関 恵伍 ｾｷ ｹｲｺﾞ 千葉県 0:17:32
232 2680 飯島 裕世 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾖ 飯島 湊 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾄ 千葉県 0:17:32
233 2714 水野 早紀 ﾐｽﾞﾉ ｻｷ 水野 結羽 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳ 千葉県 0:17:37
234 2623 向後 徹生 ｺｳｺﾞ ﾃﾂｵ 向後 心結 ｺｳｺﾞ ﾐﾕ 千葉県 0:17:46
235 2606 加瀬 直子 ｶｾ ﾅｵｺ 冨川 晴幸 ﾄﾐｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 千葉県 0:17:49
236 2781 林 薫 ﾊﾔｼ ｶｵﾙ 林 壱和 ﾊﾔｼ ｲﾁｶ 千葉県 0:19:29
237 2674 浪川 武樹 ﾅﾐｶﾜ ﾀｹｷ 浪川 夢彩 ﾅﾐｶﾜ ﾕｱ 千葉県 0:19:37
238 2775 五木田 さゆり ｺﾞｷﾀ ｻﾕﾘ 五木田 凌志 ｺﾞｷﾀ ﾘｮｳｼﾞ 千葉県 0:19:45
239 2794 飯笹 勉 ｲｲｻﾞｻ ﾂﾄﾑ 飯笹 心結 ｲｲｻﾞｻ ﾐﾕｳ 千葉県 0:20:23
240 2549 新井 玲子 ｱﾗｲ ﾚｲｺ 新井 航 ｱﾗｲ ｺｳ 千葉県 0:20:37
241 2785 向後 紀子 ｺｳｺﾞ ﾉﾘｺ 向後 実香 ｺｳｺﾞ ﾐｶ 千葉県 0:21:10
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