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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 子供氏名 子供氏名(ｶﾅ) 県 名 タイム

1 2007 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 0:07:01
2 2008 多田 政則 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 多田 美咲 タダ ミサキ 千葉県 0:07:03
3 2003 稲毛 広幸 ｲﾅｹﾞ ﾋﾛﾕｷ 稲毛 葵保 イナゲ キホ 千葉県 0:07:18
4 2017 板垣 佑介 ｲﾀｶﾞｷ ﾕｳｽｹ 板垣 竣介 ｲﾀｶﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 千葉県 0:07:21
5 2018 加藤 幸治 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 加藤 朗峻 ｶﾄｳ ﾛﾆｲ 千葉県 0:07:28
6 2001 大塚 翼 ｵｵﾂｶ ﾂﾊﾞｻ 大塚 玲緒 オオツカ レオ 千葉県 0:07:38
7 2024 松尾 佳和 ﾏﾂｵ ﾖｼｶｽﾞ 松尾 夢彩 マツオ ユア 千葉県 0:07:49
8 2020 越川 好嗣 ｺｼｶﾜ ﾖｼﾂｸﾞ 越川 遥真 コシカワ ハルマ 千葉県 0:07:55
9 2034 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 0:08:47

10 2054 森田 直樹 ﾓﾘﾀ ﾅｵｷ 森田 敬友 モリタ ケイスケ 千葉県 0:08:51
11 2023 石毛 郁恵 ｲｼｹﾞ ｲｸｴ 石毛 仁 イシゲ ジン 千葉県 0:08:53
12 2175 喜多 晴菜 ｷﾀ ﾊﾙﾅ 青山 雷雅 アオヤマ ライガ 千葉県 0:09:00
13 2026 鈴木 孝明 ｽｽﾞｷ ﾀｶｱｷ 鈴木 綾乃 スズキ アヤノ 千葉県 0:09:03
14 2083 千葉 章吾 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 千葉 綺星 チバ キラリ 千葉県 0:09:09
15 2079 笠井 昭典 ｶｻｲ ｱｷﾉﾘ 笠井 啓至 カサイ ケイシ 栃木県 0:09:16
16 2019 仁田 弘貴 ﾆﾀ ﾋﾛｷ 仁田 祐吏 ﾆﾀ ﾕｳﾘ 千葉県 0:09:19
17 2110 坂本 嘉美 ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾐ 坂本 空来 サカモト ソラ 千葉県 0:09:44
18 2269 内田 奈緒子 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｺ 内田 翼 ｳﾁﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 千葉県 0:09:59
19 2055 久恒 恭史 ﾋｻﾂﾈ 久恒 絢愛 ﾋｻﾂﾈ ｱﾔﾅ 千葉県 0:10:02
20 2052 渡辺 昭仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾄ 渡辺 健紳 ワタナベ ケンシン 千葉県 0:10:05
21 2115 伊藤 裕紀 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 伊藤 壮生 イトウ ソオ 千葉県 0:10:05
22 2200 林 あすか ﾊﾔｼ ｱｽｶ 林 晃誠 ハヤシ コウセイ 千葉県 0:10:34
23 2173 櫻井 俊吾 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ 櫻井 菜陽 ｻｸﾗｲ ﾅｵ 茨城県 0:10:40
24 2242 張 賢 ﾁｮｳ ｹﾝ 沈 琰桐 ﾁﾝ ｴﾝﾄﾞｳ 千葉県 0:10:52
25 2074 小林 智恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴ 小林 莉々 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾘ 茨城県 0:10:57
26 2189 松村 順 ﾏﾂﾑﾗ ｽﾅｵ 松村 ひなた マツムラ ヒナタ 千葉県 0:11:36
27 2248 戸上 雪子 ﾄｶﾞﾐ ﾕｷｺ 戸上 結翔 トガミ ユウト 東京都 0:11:43
28 2075 高橋 健太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 髙橋 美怜 タカハシ ミサト 東京都 0:11:45
29 2133 小林 雅吉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾖｼ 小林 蒼空 コバヤシ ソラ 千葉県 0:11:47
30 2179 石川 誠 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 石川 駈 イシカワ カケル 東京都 0:11:49
31 2212 平野 泰隆 ﾋﾗﾉ ﾔｽﾀｶ 平野 雄大 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉県 0:11:52
32 2132 布施 和之 ﾌｾ ｶｽﾞﾕｷ 布施 宏夏 ﾌｾ ﾋﾛｶ 千葉県 0:11:53
33 2187 飯嶋 真澄 ｲｲｼﾞﾏ ﾏｽﾐ 飯嶋 芽生 イイジマ メイ 千葉県 0:11:57
34 2188 前川 良平 ﾏｴｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 前川 明花 マエカワ ハルカ 千葉県 0:12:11
35 2146 宮本 美弥子 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾔｺ 宮本 彩 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔ 千葉県 0:12:11
36 2142 大森 真衣子 ｵｵﾓﾘ ﾏｲｺ 大森 萌々果 オオモリ モモカ 千葉県 0:12:15
37 2215 永野 亮太 ﾅｶﾞﾉ ﾘｮｳﾀ ナガノ ブンタ ナガノ ゲンタ 千葉県 0:12:23
38 2111 吉田 園子 ﾖｼﾀﾞ ｿﾉｺ 吉田 恵 ヨシダ ケイ 千葉県 0:12:24
39 2245 本橋 史博 ﾓﾄﾊｼ ﾌﾐﾋﾛ 本橋 宗一郎 ﾓﾄﾊｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉県 0:12:24
40 2346 宮﨑 謙治 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 宮﨑 琉乃介 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 千葉県 0:12:27
41 2197 金井 くらら ｶﾅｲ ｸﾗﾗ 金井 心 カナイ ココロ 千葉県 0:12:33
42 2177 米元 優美 ﾖﾈﾓﾄ ﾕｳﾅ 黒田 莉沙 クロダ リサ 千葉県 0:12:44
43 2165 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 0:12:45
44 2253 杉本 真一 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 杉本 一之助 スギモト イチノスケ 千葉県 0:12:51
45 2243 櫻井 美恵子 ｻｸﾗｲ ﾐｴｺ 櫻井 陽基 ｻｸﾗｲ ﾊﾙｷ 茨城県 0:12:56
46 2217 日野原 蘭子 ﾋﾉﾊﾗ 日野原 直輝 ﾋﾉﾊﾗ 東京都 0:13:00
47 2259 小田嶋 佑樹 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳｷ 小田嶋 駿典 オダシマ シュンスケ 茨城県 0:13:09
48 2172 杉山 永里子 ｽｷﾞﾔﾏ ｴﾘｺ 内田 望 ｳﾁﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 千葉県 0:13:11
49 2258 角田 小枝 ｶｸﾀ ｻｴ 岡野 真大 オカノ マヒロ 千葉県 0:13:21
50 2353 山口 恵子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｺ 山口 愛葵 ヤマグチ アキ 千葉県 0:13:32
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51 2176 加藤 大揮 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 杉山 陸 スギヤマ リク 千葉県 0:13:49
52 2255 小泉 明子 ｺｲｽﾞﾐ ｱｷｺ 小泉 遥香 コイズミ ハルカ 千葉県 0:14:26
53 2209 米本 孝志 ﾖﾈﾓﾄ ﾀｶｼ 米本 孝輔 ヨネモト コウスケ 東京都 0:14:37
54 2250 越川 長治 ｺｼｶﾜ ﾁｮｳｼﾞ 越川 雄翔 コシカワ ユウト 千葉県 0:16:37
55 2252 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
56 2260 小田嶋 裕子 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳｺ 小田嶋 美奈 オダシマ ミナ 茨城県 0:21:40
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