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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 2001 多田 政則 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 多田 直輝 タダ ナオキ 千葉県 0:07:05
2 2002 加藤 幸治 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 加藤 朗峻 ｶﾄｳ ﾛﾆｲ 千葉県 0:07:15
3 2004 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 0:07:27
4 2006 飯田 友己 ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾐ 飯田 陽菜乃 イイダ ヒナノ 千葉県 0:08:00
5 2003 水村 光 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾋｶﾙ 水村 早織 ミズムラ サオリ 埼玉県 0:08:14
6 2007 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 0:08:44
7 2005 石毛 伸和 ｲｼｹﾞ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 石毛 仁 イシゲ ジン 千葉県 0:08:49
8 2010 坂本 嘉美 ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾐ 坂本 空来 サカモト ソラ 千葉県 0:09:11
9 2011 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 0:09:13

10 2021 海津 敏正 ｶｲﾂﾞ ﾄｼﾏｻ 海津 亮太 カイヅ リョウタ 千葉県 0:09:15
11 2017 殿岡 悠也 ﾄﾉｵｶ ﾕｳﾔ 殿岡 結奈 ﾄﾉｵｶ ﾕｲﾅ 千葉県 0:09:20
12 2014 森田 直樹 ﾓﾘﾀ ﾅｵｷ 森田 結友 モリタ ユウスケ 千葉県 0:09:20
13 2008 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 0:09:21
14 2013 石川 誠 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 石川 駈 イシカワ カケル 東京都 0:09:34
15 2009 久恒 恭史 ﾋｻﾂﾈ ﾔｽｼ 久恒 絢愛 ﾋｻﾂﾈ ｱﾔﾅ 千葉県 0:09:54
16 2019 岡野 僚 ｵｶﾉ ﾘｮｳ 岡野 桜穂 オカノ サホ 千葉県 0:09:56
17 2040 岡 雄一 ｵｶ ﾕｳｲﾁ 岡 美桜季 オカ ミサキ 栃木県 0:10:47
18 2042 平山 敏之 ﾋﾗﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 平山 明育 ﾋﾗﾔﾏ ｱｽｸ 千葉県 0:10:51
19 2023 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 0:11:00
20 2020 上野 高広 ｳｴﾉ ﾀｶﾋﾛ 上野 凜華 ウエノ リンカ 千葉県 0:11:11
21 2043 大川 洋一 ｵｵｶﾜ ﾖｳｲﾁ 大川 航平 オオカワ コウヘイ 栃木県 0:11:13
22 2025 米本 孝志 ﾖﾈﾓﾄ ﾀｶｼ 米本 孝輔 ヨネモト タカシ 東京都 0:11:18
23 2035 八木沼 香子 ﾔｷﾞﾇﾏ ｷｮｳｺ 八木沼 輝 ヤギヌマ ヒカル 東京都 0:11:20
24 2033 金井 くらら ｶﾅｲ ｸﾗﾗ 金井 心 カナイ ココロ 千葉県 0:11:37
25 2027 横田 修司 ﾖｺﾀ ｼｭｳｼﾞ 横田 咲希 ﾖｺﾀ ｻｷ 千葉県 0:11:54
26 2018 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 0:11:56
27 2012 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 0:12:00
28 2039 松本 博 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 松本 泰斗 マツモト ヤスト 千葉県 0:12:14
29 2026 宮本 美弥子 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾔｺ 宮本 彩 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔ 千葉県 0:12:27
30 2036 香取 俊 ｶﾄﾘ ｼｭﾝ 香取 詩乃 カトリ シノ 千葉県 0:12:29
31 2044 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 0:12:30
32 2034 土屋 しのぶ ﾂﾁﾔ ｼﾉﾌﾞ 土屋 真緒 ツチヤ マオ 千葉県 0:12:32
33 2037 東海林 学 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾅﾌﾞ 東海林 優々 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾕ 千葉県 0:12:34
34 2031 大桑 鉄兵 ｵｵｸﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 大桑 果歩 ｵｵｸﾜ ｶﾎ 千葉県 0:12:41
35 2028 糟谷 嘉孝 ｶｽﾔ ﾖｼﾀｶ 糟谷 悠 ｶｽﾔ ﾕｳ 千葉県 0:12:51
36 2038 金井 佳苗 ｶﾅｲ ｶﾅｴ 金井 蓮織 カナイ レオ 茨城県 0:13:03
37 2032 村脇 理恵 ﾑﾗﾜｷ ﾘｴ 村脇 眞子 ﾑﾗﾜｷ ﾏｺ 埼玉県 0:13:13
38 2022 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 0:13:33
39 2030 布施 和之 ﾌｾ ｶｽﾞﾕｷ 布施 穂夏 ﾌｾ ﾎﾉｶ 千葉県 0:13:44
40 2016 大野 広顕 ｵｵﾉ ﾋﾛｱｷ 大野 颯飛 オオノ ハヤト 東京都 0:15:36
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