
O　親子ラン2km　1～3年　男子の部
順位 No.カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 性別 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 2018 0:07:50 井浦　俊太　　 ｲｳﾗ ｼｭﾝﾀ 3年 男 井浦　崇 ｲｳﾗ ﾀｶｼ
2 2032 0:08:03 辻川　快吏　 ﾂｼﾞｶﾜ ｶｲﾘ 3年 男 辻川　直人 ﾂｼﾞｶﾜ ﾅｵﾄ
3 2053 0:08:22 横山　瑛大　　 ﾖｺﾔﾏ ｴｲﾀ 3年 男 横山　武 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ
4 2104 0:08:25 萱森　明　　 ｶﾔﾓﾘ ﾒｲ 2年 男 萱森　武範 ｶﾔﾓﾘ ﾀｹﾉﾘ
5 2067 0:08:27 石垣　快　 ｲｼｶﾞｷ ｶｲ 2年 男 石垣　浩 ｲｼｶﾞｷ ﾋﾛｼ
6 2057 0:08:47 小島　拓朗　 ｺｼﾏ ﾀｸﾛｳ 2年 男 小島　寛之 ｺﾞｼﾏ ﾋﾛﾕｷ
7 2056 0:09:01 栗原　大空　 ｸﾘﾊﾗ ｿﾗ 3年 男 栗原　健太 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ
8 2047 0:09:08 安達　都希　　 ｱﾀﾞﾁ ﾄｷ 3年 男 安達　桂子 ｱﾀﾞﾁ ｹｲｺ
9 2079 0:09:15 吉田　橘平　 ﾖｼﾀﾞ ｷｯﾍﾟｲ 2年 男 吉田　友和 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ
10 2052 0:09:16 池亀　輝　　 ｲｹｶﾞﾒ ﾋｶﾙ 3年 男 池亀　匠 ｲｹｶﾞﾒ ﾀｸﾐ
11 2001 0:09:17 大滝　優真　　 ｵｵﾀｷ ﾕｳﾏ 2年 男 大滝　西一郎 ｵｵﾀｷ ｾｲｲﾁﾛｳ
12 2046 0:09:19 小池　叶夢　　 ｺｲｹ ﾄｱ 1年 男 小池　響 ｺｲｹ ﾋﾋﾞｷ
13 2028 0:09:19 根本　大夢　　 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾑ 3年 男 根本　隆行 ﾈﾓﾄ ﾀｶﾕｷ
14 2092 0:09:29 神子島　雅人 ｶﾐｺｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 2年 男 神子島　旬子 ｶｺﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ
15 2008 0:09:35 阿部　晴斗　 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 3年 男 阿部　真也 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ
16 2061 0:09:38 巻口　遥翔　　 ﾏｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 1年 男 巻口　直樹 ﾏｷｸﾞﾁ ﾅｵｷ
17 2058 0:09:39 廣川　暁仁　　 ﾋﾛｶﾜ ｱｷﾋﾄ 2年 男 廣川　雄一 ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｲﾁ
18 2027 0:09:42 齋藤　拓海　　 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 3年 男 齋藤　裕之 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ
19 2023 0:09:44 戸松　由都　　 ﾄﾏﾂ ﾕｲﾄ 1年 男 戸松　芙美子 ﾄﾏﾂ ﾌﾐｺ
20 2066 0:09:46 本間　功一朗　 ﾎﾝﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 2年 男 本間　伸一 ﾎﾝﾏ ｼﾝｲﾁ
21 2089 0:09:48 関　尚真　 ｾｷ ｼｮｳﾏ 1年 男 関　秀隆 ｾｷ ﾋﾃﾞﾀｶ
22 2020 0:09:50 小島　優希　　 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ 3年 男 小島　雅輝 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ
23 2024 0:09:56 戸松　永都　　 ﾄﾏﾂ ｴｲﾄ 1年 男 戸松　広林 ﾄﾏﾂ ｺｳﾘﾝ
24 2033 0:09:57 鈴木　悠玖　　 ｽｽﾞｷ ﾕｸ 1年 男 鈴木　直人 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ
25 2090 0:10:01 渡辺　孝哉　　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾔ 2年 男 渡辺　一繁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾔ
26 2051 0:10:02 村上　尽　　 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞﾝ 2年 男 村上　昌隆 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾀｶ
27 2091 0:10:09 須貝　拓斗　　 ｽｶﾞｲ ﾀｸﾄ 3年 男 須貝　勝久 ｽｶﾞｲ ｶﾂﾋｻ
28 2003 0:10:14 山本　渉　　 ﾔﾏﾓﾄ ﾜﾀﾙ 3年 男 山本　和洋 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ
29 2036 0:10:16 廣田　海吏　　 ﾋﾛﾀ ｶｲﾘ 3年 男 廣田　雅司 ﾋﾛﾀ ﾏｻｼ
30 2030 0:10:17 塚野　鼓太郎　 ﾂｶﾉ ｺﾀﾛｳ 2年 男 塚野　秀喜 ﾂｶﾉ ﾋﾃﾞｷ
31 2062 0:10:18 五十嵐　世羅　 ｲｶﾞﾗｼ ｾﾗ 3年 男 五十嵐　健 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ
32 2073 0:10:21 山岸　稜汰　 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 3年 男 山岸　真矢 ﾔﾏｷﾞｼ ｼﾝﾔ
33 2040 0:10:24 滝澤　涼　　 ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ 1年 男 滝澤　清香 ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾔｶ
34 2026 0:10:25 小池　直太朗　 ｺｲｹ ﾅｵﾀﾛｳ 1年 男 小池　大輔 ｺｲｹ ﾀﾞｲｽｹ
35 2077 0:10:26 田村　隼人　　 ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ 1年 男 田村　亮 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ
36 2034 0:10:27 本橋　諒大　　 ﾓﾄﾊｼ ﾘｮｳﾀ 2年 男 本橋　紀一 ﾓﾄﾊｼ ｷｲﾁ



37 2059 0:10:31 捧　壱星　　 ｻｻｹﾞ ｲｯｾｲ 2年 男 捧　淳 ｻｻｹﾞ ｱﾂｼ
38 2015 0:10:38 石井　義人　　 ｲｼｲ ﾖｼﾋﾄ 2年 男 石井　一彰 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ
39 2045 0:10:44 小塚　聡真　 2年 男 小塚　忠昭 -
40 2009 0:10:48 鈴木　斗亜　　 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 2年 男 鈴木　卓 ｽｽﾞｷ ﾀｸ
41 2035 0:10:53 金子　侑叶　　 ｶﾈｺ ﾕｳﾄ 1年 男 金子　恵美 ｶﾈｺ ｴﾐ
42 2093 0:10:56 大島　瑛斗　　 ｵｵｼﾏ ｴｲﾄ 2年 男 大島　めぐみ ｵｵｼﾏ ﾒｸﾞﾐ
43 2016 0:10:58 玉木　莉徠　 ﾀﾏｷ ﾘｸ 3年 男 玉木　早百合 ﾀﾏｷ ｻﾕﾘ 玉木　莉菜 ﾀﾏｷ リナ
44 2074 0:11:02 上原　純星　　 ｳｴﾊﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ 1年 男 上原　美穂子 ｳｴﾊﾗ ﾐﾎｺ
45 2013 0:11:04 曽我　郁翔　 ｿｶﾞ ﾌﾐﾄ 1年 男 曽我　建浩 ｿｶﾞ ﾋﾛｼ
46 2002 0:11:08 川﨑　泰知　　 ｶﾜｻｷ ﾀｲﾁ 3年 男 川﨑　和之 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾕｷ
47 2060 0:11:08 曽我　悠羽　　 ｿｶﾞ ﾕｳﾊ 2年 男 曽我　富之 ｿｶﾞ ﾄﾐﾕｷ
48 2068 0:11:10 岩脇　秀太　　 ｲﾜﾜｷ ｼｭｳﾀ 1年 男 岩脇　秀樹 ｲﾜﾜｷ ﾋﾃﾞｷ
49 2012 0:11:12 南雲　悠成　　 ﾅｸﾞﾓ ﾕｳｾｲ 1年 男 南雲　貴弘 ﾅｸﾞﾓ ﾀｶﾋﾛ
50 2080 0:11:12 木村　吏壱　 ｷﾑﾗ ﾘｲﾁ 2年 男 木村　智毅 ｷﾑﾗ ﾄﾓｷ
51 2072 0:11:26 田邉　瑛大　　 ﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾀ 2年 男 田邉　徹 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ
52 2167 0:11:26 関谷　柳人　　 ｾｷﾔ ﾘｭｳﾄ 1年 男 関谷　卓也 ｾｷﾔ ﾀｸﾔ
53 2041 0:11:29 加藤　幹大　　 ｶﾄｳ ｶﾝﾀ 1年 男 加藤　洋子 ｶﾄｳ ﾖｳｺ
54 2081 0:11:30 塩谷　義虎　 ｼｵﾔ ﾖｼﾄﾗ 2年 男 塩谷　義孝 ｼｵﾔ ﾖｼﾀｶ
55 2069 0:11:33 小林　風太郎　 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳﾀﾛｳ 1年 男 小林　真人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ
56 2022 0:11:48 飯田　湊太　　 ｲｲﾀﾞ ｿｳﾀ 1年 男 飯田　正樹 ｲｲﾀﾞ ﾏｻｷ
57 2085 0:11:52 渡辺　景太　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 2年 男 渡辺　英子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ
58 2050 0:11:55 庭山　晄拓　　 ﾆﾜﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 2年 男 庭山　学 ﾆﾜﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ
59 2037 0:11:56 近藤　悠　　 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙ 1年 男 近藤　貴之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ
60 2087 0:11:58 渡辺　丈琉　　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ 2年 男 渡辺　雄司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 渡辺　史枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐｴ
61 2006 0:12:00 平澤　友理　　 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳﾘ 1年 男 平澤　善博 ﾋﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ
62 2038 0:12:12 中嶋　陽斗　 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 1年 男 中嶋　伸宏 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ
63 2029 0:12:14 前田　蓮　　 ﾏｴﾀﾞ ﾚﾝ 3年 男 前田　美希 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ
64 2014 0:12:16 福島　冬眞　　 ﾌｸｼﾏ ﾄｳﾏ 2年 男 福島　恵美子 ﾌｸｼﾏ ｴﾐｺ
65 2055 0:12:18 斎藤　悠晏　　 ｻｲﾄｳ ﾕｱﾝ 3年 男 斎藤　賢義 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ
66 2048 0:12:19 櫻井　遼　　 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳ 1年 男 櫻井　潤 ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝ
67 2088 0:12:24 三上　蓮人　　 ﾐｶﾐ ﾚﾝﾄ 2年 男 三上　浩司 ﾐｶﾐ ｺｳｼﾞ
68 2017 0:12:25 澤野　大望　 ｻﾜﾉ ﾉｿﾞﾑ 1年 男 澤野　加津子 ｻﾜﾉ ｶｽﾞｺ
69 2021 0:12:29 佐藤　慶冶　　 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 3年 男 佐藤　治 ｻﾄｳ ｵｻﾑ
70 2179 0:12:40 石川　哲太　 ｲｼｶﾜ 3年 男 石川　陽子 イシカワ　ヨウコ
71 2078 0:12:41 佐藤　陽太　　 ｻﾄｳ ﾖｳﾀ 2年 男 須田　伸一郎 ｽﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ
72 2082 0:12:53 成田　蓮　 ﾅﾘﾀ ﾚﾝ 2年 男 成田　容子 ﾅﾘﾀ ﾖｳｺ
73 2064 0:12:54 伊藤　寿亮　 ｲﾄｳ ｼｭｳｽｹ 1年 男 伊藤　拓矢 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ
74 2043 0:12:56 國松　希生　 ｸﾆﾏﾂ ｷｵ 2年 男 國松　誠 ｸﾆﾏﾂ ﾏｺﾄ 國松　眞生 ｸﾆﾏﾂ ﾏｵ
75 2071 0:12:58 川村　咲人　　 ｶﾜﾑﾗ ｻｷﾄ 2年 男 川村　友紀 ｶﾜﾑﾗ ﾕｷ



76 2005 0:12:59 堀澤　玄　　 ﾎﾘｻﾜ ｹﾞﾝ 1年 男 堀澤　直美 ﾎﾘｻﾜ ﾅｵﾐ
77 2031 0:13:08 鈴木　理久　　 ｽｽﾞｷ ﾘｸ 1年 男 鈴木　勝 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ
78 2011 0:13:09 賀田　琥祐　　 ｶﾀﾞ ｺﾕｳ 1年 男 賀田　祐介 ｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ
79 2007 0:13:12 坂詰　友埜　　 ｻｶﾂﾞﾒ ﾄﾓﾔ 2年 男 坂詰　卓史 ｻｶﾂﾞﾒ ﾀｶｼ
80 2025 0:13:13 長谷部　凜　　 ﾊｾﾍﾞ ﾘﾝ 3年 男 長谷部　佳恵子 ﾊｾﾍﾞ ｹｲｺ
81 2063 0:13:16 羽田　悠人　　 ﾊﾀﾞ ﾕｳﾄ 1年 男 羽田　隼人 ﾊﾀﾞ ﾊﾔﾄ
82 2083 0:13:16 鎌田　大喜　　 ｶﾏﾀ ﾀｲｷ 2年 男 鎌田　緑 ｶﾏﾀ ﾐﾄﾞﾘ
83 2010 0:13:23 今井　樹　　 ｲﾏｲ ｲﾂﾞｷ 3年 男 今井　里美 ｲﾏｲ ｻﾄﾐ
84 2019 0:13:26 五十嵐　正太郎 ｲｶﾗｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 2年 男 五十嵐　恵里子 ｲｶﾗｼ ｴﾘｺ
85 2075 0:13:53 岩村　茉芭　　 ｲﾜﾑﾗ ﾏﾂﾊ 2年 男 岩村　智美 ｲﾜﾑﾗ ｻﾄﾐ 岩村　泰摩 ｲﾜﾑﾗ ﾔｽﾏ
86 2042 0:14:19 星野　耕佑　 ﾎｼﾉ ｺｳｽｹ 1年 男 星野　和子 ﾎｼﾉ ｶｽﾞｺ
87 2054 0:14:24 斎藤　眞柊　　 ｻｲﾄｳ ﾏｼｭｳ 1年 男 斎藤　有香 ｻｲﾄｳ ﾕｶ
88 2084 0:14:28 小黒　朋生　　 ｵｸﾞﾛ ﾄﾓｷ 2年 男 小黒　亜衣子 ｵｸﾞﾛ ｱｲｺ
89 2070 0:14:54 芹野　煌明　　 ｾﾘﾉ ｺｳﾒｲ 1年 男 芹野　基輔 ｾﾘﾉ ﾓﾄｽｹ
90 2039 0:16:40 高橋　晴葵　　 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ 1年 男 高橋　絵里 ﾀｶﾊｼ ｴﾘ
91 2049 0:19:03 武士俣　拓海 ﾌﾞｼﾏﾀ ﾀｸﾐ 1年 男 武士俣　健 ﾌﾞｼﾏﾀ ﾀｹｼ

P　親子ラン2km　1～3年　女子の部
順位 No.カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 性別 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 2147 0:08:12 山城　弓愛樺 ﾔﾏｼﾛ ﾕﾒｶ 2年 女 山城　弦 ﾔﾏｼﾛ ｹﾞﾝ
2 2136 0:08:26 遠藤　碧愛　　 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｱｲ 3年 女 遠藤　慎二郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ
3 2126 0:08:37 森山　椎名　　 ﾓﾘﾔﾏ ｼｲｲﾅ 2年 女 森山　泰志 ﾓﾘﾔﾏ ﾔｽｼ
4 2176 0:08:49 桒原　四葉　 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖﾂﾊﾞ 3年 女 桒原　裕 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕﾀｶ
5 2122 0:09:07 金子　歩加　　 ｶﾈｺ ﾎﾉｶ 3年 女 金子　和明 ｶﾈｺ ｶｽﾞｱｷ
6 2116 0:09:18 阿部　美月　 ｱﾍﾞ ﾐﾂｷ 3年 女 阿部　悟 ｱﾍﾞ ｻﾄﾙ
7 2146 0:09:24 江夏　かりん　 ｴﾅﾂ ｶﾘﾝ 3年 女 江夏　照晋 ｴﾅﾂ ﾃﾙﾕｷ
8 2139 0:09:26 髙橋　愛紗　　 ﾀｶﾊｼ ｱｲｼｬ 2年 女 岩崎　浩樹 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｷ
9 2124 0:09:29 仲由　緋彩　　 ﾅｶﾖｼ ﾋｲﾛ 2年 女 仲由　ひと美 ﾅｶﾖｼ ﾋﾄﾐ
10 2106 0:09:29 本多　礼野　　 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾉ 3年 女 本多　聡之 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼﾕｷ
11 2135 0:09:43 細川　結生　 ﾎｿｶﾜ ﾕｷ 3年 女 細川　陽祐 ﾎｿｶﾜ ﾖｳｽｹ
12 2118 0:09:43 中村　碧　　 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 1年 女 中村　俊彦 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋｺ
13 2180 0:09:54 樋口　結花　　 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｶ 3年 女 樋口　真一 ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ
14 2110 0:10:11 須佐　一花　　 ｽｻ ｲﾁｶ 1年 女 須佐　寿 ｽｻ ﾋｻｼ
15 2169 0:10:23 山崎　泉萌　　 ﾔﾏｻﾞｷ ｲｽﾞﾓ 2年 女 山﨑　由佳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｶ
16 2166 0:10:26 森　潤　　 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 2年 女 森　周作 ﾓﾘ ｼｭｳｻｸ
17 2123 0:10:36 皆木　ゆのあ ﾐﾅｷ ﾕﾉｱ 1年 女 皆木　直人 ﾐﾅｷ ﾅｵﾄ
18 2178 0:10:38 柄澤　百花　 ｶﾗｻﾜ ﾓﾓｶ 2年 女 柄澤　美紀 ｶﾗｻﾜ ﾐｷ
19 2177 0:10:39 髙取　小都　　 ﾀｶﾄﾘ ｺﾄ 3年 女 髙取　剛志 ﾀｶﾄﾘ ﾂﾖｼ
20 2133 0:10:39 石黒　寧々　 ｲｼｸﾞﾛ ﾈﾈ 3年 女 石黒　裕美 ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾛﾐ



21 2109 0:10:40 伊野　愛奈　　 ｲﾉ ｱｲﾅ 2年 女 伊野　和公 ｲﾉ ｶｽﾞﾋﾛ
22 2162 0:10:40 風間　仁香　　 ｶｻﾞﾏ ﾆｺ 2年 女 風間　吾郎 ｶｻﾞﾏ ｺﾞﾛｳ
23 2129 0:10:45 小山　柚子　　 ｺﾔﾏ ﾕｽﾞ 1年 女 小山　勉 ｺﾔﾏ ﾂﾄﾑ
24 724 0:10:45 佐藤　樹里 ｻﾄｳｼﾞｭﾘ 2年 女 佐藤　絵里 サトウ　エリ
25 2184 0:10:45 入澤　優空　　 ｲﾘｻﾜ ｿﾗ 3年 女 入澤　和彦 ｲﾘｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ
26 2182 0:10:49 二平　和奏　　 ﾆﾍｲ ﾜｶﾅ 1年 女 二平　隆志 ﾆﾍｲ ﾀｶｼ
27 2121 0:10:49 羽深　紗羅　　 ﾊﾌｶ ｻﾗ 2年 女 羽深　将人 ﾊﾌｶ ﾏｻﾄ
28 2105 0:10:51 霜鳥　紗那　　 ｼﾓﾄﾘ ｻﾅ 1年 女 霜鳥　龍一 ｼﾓﾄﾘ ﾘｭｳｲﾁ
29 2117 0:10:52 井上　うみ　　 ｲﾉｳｴ ｳﾐ 2年 女 井上　勝博 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾋﾛ
30 2171 0:10:52 小林　千晃　　 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ 1年 女 小林　菜穂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾎ
31 2102 0:10:55 岡村　美緒　　 ｵｶﾑﾗ ﾐｵ 1年 女 岡村　郁 ｵｶﾑﾗ ｶｵﾙ
32 2151 0:10:58 佐藤　優　　 ｻﾄｳ ﾕｳ 1年 女 佐藤　稔 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ
33 2163 0:10:59 松井　莉来　　 ﾏﾂｲ ﾘｺ 3年 女 松井　仁美 ﾏﾂｲ ﾋﾄﾐ
34 2188 0:11:03 渡辺　ゆりあ　　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｱ 1年 女 渡辺　真理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘ
35 2113 0:11:05 中嶋　咲貴　　 ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ 1年 女 中嶋　政仁 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾖｼ
36 2190 0:11:05 室岡　美月 ﾑﾛｵｶ ﾐﾂｷ ﾏｷ 2年 女 室岡　真樹 ﾑﾛｵｶ ﾏｷ
37 2115 0:11:05 石栗　歩之花　 ｲｼｸﾞﾘ ﾎﾉｶ 1年 女 石栗　一成 ｲｼｸﾞﾘ ｶｽﾞﾅﾘ
38 2189 0:11:06 渡辺　瑚白　　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊｸ 3年 女 渡辺　浩司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ
39 2153 0:11:09 善養寺　美緒　 ｾﾞﾝﾖｳｼﾞ ﾐｵ 1年 女 善養寺　貴洋 ｾﾞﾝﾖｳｼﾞ ﾀｶﾋﾛ
40 2140 0:11:11 小鍛治　彩里　　ｺｶｼﾞ ｱｶﾘ 2年 女 小鍛治　大介 ｺｶｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ
41 2161 0:11:24 佐藤　杏　　 ｻﾄｳ ｱﾝ 3年 女 佐藤　美紀 ｻﾄｳ ﾐｷ
42 2160 0:11:31 五十嵐　まゆ ｲｶﾗｼ ﾏﾕ 2年 女 五十嵐　佐知子 ｲｶﾗｼ ｻﾁｺ
43 2142 0:11:33 廣野　結心　　 ﾋﾛﾉ ﾕｲ 3年 女 廣野　宏美 ﾋﾛﾉ ﾋﾛﾐ 廣野　晴心 ﾋﾛﾉﾊﾙｷ
44 2114 0:11:36 澁木　文音　　 ｼﾌﾞｷ ｱﾔﾈ 1年 女 澁木　学 ｼﾌﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ
45 2137 0:11:40 今野　恋乃　　 ｺﾝﾉ ﾚﾅ 1年 女 今野　翔太 ｺﾝﾉ ｼｮｳﾀ
46 2156 0:11:40 伊藤　一花　　 ｲﾄｳ ｲﾁｶ 2年 女 伊藤　輝 ｲﾄｳ ｱｷﾗ
47 2128 0:11:41 豊岡　知佳　　 ﾄﾖｵｶ ﾁｶ 1年 女 豊岡　知絵子 ﾄﾖｵｶ ﾁｴｺ
48 2101 0:11:45 岡　愛莉　　 ｵｶ ｱｲﾘ 1年 女 岡　亜紀子 ｵｶ ｱｷｺ
49 2143 0:11:50 小柳　杏莉　　 ｵﾔﾅｷﾞ ｱﾝﾘ 2年 女 小柳　貴人 ｵﾔﾅｷﾞ ﾀｶﾋﾄ
50 2150 0:11:51 渡部　琴音　　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ 2年 女 渡部　直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ
51 2170 0:11:52 浅野　利緒　　 ｱｻﾉ ﾘｵ 2年 女 浅野　匡 ｱｻﾉ ﾀﾀﾞｼ
52 2120 0:11:55 坂場　真帆　　 ｻｶﾊﾞ ﾏﾎ 3年 女 坂場　秀人 ｻｶﾊﾞ ﾋﾃﾞﾄ
53 2185 0:11:57 岡沢　茉奈　　 ｵｶｻﾞﾜ ﾏﾅ 1年 女 岡沢　政司 ｵｶｻﾞﾜ ﾏｻｼ
54 2172 0:11:59 羽田　偉実理　 ﾊﾀﾞ ｴﾐﾘ 2年 女 羽田　雄偉 ﾊﾀﾞ ﾕｳｴｲ
55 2168 0:12:04 森本　杏南　　 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾝﾅ 1年 女 森本　辰幸 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾕｷ
56 2108 0:12:06 鈴木　心葉　　 ｽｽﾞｷ ｺｺﾊ 1年 女 鈴木　貴之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ
57 2152 0:12:07 須藤　杏　　 ｽﾄﾞｳ ｱﾝ 2年 女 須藤　和寿 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾄｼ
58 2134 0:12:17 大桃　夕依　　 ｵｵﾓﾓ ﾕｲ 1年 女 大桃　香保里 ｵｵﾓﾓ ｶｵﾘ
59 2155 0:12:17 白井　萌華　　 ｼﾗｲ ﾓﾓｶ 3年 女 白井　康仁 ｼﾗｲ ﾔｽﾏｻ



60 2144 0:12:18 小林　万結　　 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 1年 女 小林　寛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ
61 2148 0:12:22 髙橋　万優子　 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕｺ 2年 女 髙橋　優里絵 ﾀｶﾊｼ ﾕﾘｴ
62 2131 0:12:26 江部　千菜　　 ｴﾍﾞ ﾁﾅ 2年 女 江部　直紀 ｴﾍﾞ ﾅｵｷ
63 2141 0:12:32 中澤　羽美　　 ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾐ 1年 女 中澤　洋平 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ
64 2138 0:12:33 佐藤　美結　　 ｻﾄｳ ﾐﾕ 1年 女 佐藤　修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ
65 2187 0:12:34 木村　陽南　　 ｷﾑﾗ ﾋﾅ 3年 女 木村　和弘 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ
66 2107 0:12:50 高橋　花穂　　 ﾀｶﾊｼ ｶﾎ 2年 女 高橋　雅文 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾌﾐ
67 2164 0:12:55 田村　優依　　 ﾀﾑﾗ ﾕｲ 3年 女 田村　真由美 ﾀﾑﾗ ﾏﾕﾐ
68 2119 0:13:04 猿山　心結　　 ｻﾙﾔﾏ ﾐﾕｳ 1年 女 猿山　拓志 ｻﾙﾔﾏ ﾀｸｼ
69 2159 0:13:05 昆　美遥　　 ｺﾝ ﾐﾊﾙ 2年 女 昆　美幸 ｺﾝ ﾐﾕｷ
70 2181 0:13:08 渡辺　桜　　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ 3年 女 渡辺　信也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ
71 2145 0:13:09 渡辺　馨子　　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｺ 1年 女 渡辺　俊一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁ
72 2158 0:13:17 二瓶　紗和　　 ﾆﾍｲ ｻﾜ 2年 女 二瓶　ゆう子 ﾆﾍｲ ﾕｳｺ
73 2165 0:13:20 佐藤　優多　　 ｻﾄｳ ｳﾀ 1年 女 佐藤　雪 ｻﾄｳ ｷﾖﾐ
74 2130 0:13:24 山口　華奏　　 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ 1年 女 山口　幸子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁｺ
75 2127 0:13:26 小野　凛　　 ｵﾉ ﾘﾝ 1年 女 小野　裕子 ｵﾉ ﾕｳｺ
76 2132 0:13:29 嵐田　沙都　　 ｱﾗｼﾀﾞ ｻﾄ 2年 女 嵐田　与理子 ｱﾗｼﾀﾞ ﾖﾘｺ
77 2111 0:13:31 鈴木　菜々花　　ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 1年 女 鈴木　孝実 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾐ 鈴木　直美 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐ
78 2125 0:13:32 長谷川　美月　 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂｷ 1年 女 長谷川　久美子 ﾊｾｶﾞﾜ ｸﾐｺ
79 2183 0:13:36 谷川　日和　　 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾋﾖﾘ 1年 女 谷川　克之 ﾀﾆｶﾞﾜ ｶﾂﾕｷ 谷川　美幸 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾐﾕｷ
80 2174 0:13:39 佐藤　南波　　 ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 2年 女 佐藤　綾子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ
81 2175 0:13:50 酒井　美空　　 ｻｶｲ ﾐｿﾗ 3年 女 酒井　奈保子 ｻｶｲ ﾅｵｺ
82 2149 0:14:00 松田　奈々　 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ 2年 女 松田　由紀 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷ
83 2103 0:14:08 安藤　朱乃　　 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 1年 女 安藤　良子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｺ
84 2157 0:14:30 亀田　礼音　　 ｶﾒﾀﾞ ｱﾔﾈ 1年 女 亀田　雄人 ｶﾒﾀﾞ ﾕｳﾄ
85 2112 0:14:44 渡部　早葵　　 ﾜﾀﾍﾞ ｻﾅ 1年 女 渡部　美里 ﾜﾀﾍﾞ ﾐｻﾄ
86 2173 0:15:57 笹川　凜音　　 ｻｻｶﾞﾜ ﾘｵ 1年 女 笹川　美栄子 ｻｻｶﾞﾜ ﾐｴｺ 笹川　芳彩 ｻｻｶﾞﾜ ｱｵｲ
87 2154 0:16:16 長谷川　琴乃　　ﾊｾｶﾞﾜ ｺﾄﾉ 1年 女 長谷川　美香 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｶ

Q　親子ラン2km　4～6年　男子の部
順位 No.カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 性別 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 2218 0:07:10 張戸　大雅　　 ﾊﾘﾄ ﾀｲｶﾞ 6年 男 張戸　隆行 ﾊﾘﾄ ﾀｶﾕｷ
2 2250 0:07:29 佐藤　友　　 ｻﾄｳﾄﾓ 6年 男 佐藤　優 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ
3 2229 0:07:39 鳥羽　乾太　　 ﾄﾊﾞ ｶﾝﾀ 5年 男 鳥羽　章夫 ﾄﾊﾞ ｱｷｵ
4 2202 0:07:44 横山　煌樹　　 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｷ 5年 男 横山　肇 ﾖｺﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ
5 2241 0:07:46 山口　湧楽　　 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾗ 5年 男 山口　直樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ
6 2242 0:07:49 大平　明日夢　 ｵｵﾀﾞｲﾗ ｱｽﾑ 5年 男 大平　聡 ｵｵﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ
7 2244 0:08:12 品田　悠吾　 ｼﾅﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 4年 男 品田　一貴 ｼﾅﾀﾞ ｶｽﾞｷ
8 2203 0:08:55 高橋　優成　　 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｾｲ 4年 男 高橋　和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ



9 2217 0:08:56 神田　悠喜　 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 4年 男 神田　俊治 ｶﾝﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ
10 2245 0:09:05 吉津　英星　　 ﾖｼﾂﾞ ｷﾗ 5年 男 吉津　亮 ﾖｼﾂﾞ ﾘｮｳ
11 2224 0:09:06 斎藤　駿介　　 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 6年 男 斎藤　俊明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ
12 2236 0:09:06 塚原　碧　　 ﾂｶﾊﾗ ｱｵｲ 4年 男 塚原　明弘 ﾂｶﾊﾗ ｱｷﾋﾛ
13 2234 0:09:10 上原　柊星　　 ｳｴﾊﾗ ｼｭｳｾｲ 4年 男 上原　彰史 ｳｴﾊﾗ ｱｷﾌﾐ
14 2246 0:09:12 中野　陽翔　 ﾅｶﾉ ｱｷﾄ 4年 男 中野　一也 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ
15 2247 0:09:17 中林　大晃　　 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 4年 男 中林　教子 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ
16 2230 0:09:23 星　稜貴　 ﾎｼ ｲｽﾞｷ 4年 男 星　光紀 ﾎｼ ﾐﾂﾉﾘ
17 2206 0:09:25 坂詰　航埜　　 ｻｶﾂﾞﾒ ｺｳﾔ 4年 男 坂詰　卓史 ｻｶﾂﾞﾒ ﾀｶｼ
18 2239 0:09:50 本多　由祈　　 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 5年 男 本多　宏 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ
19 2248 0:09:57 渋木　千広　 ｼﾌﾞｷ ﾁﾋﾛ 4年 男 渋木　悦郎 ｼﾌﾞｷ ｴﾂﾛｳ
20 2207 0:10:01 田中　遥陽　 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾋ 4年 男 田中　健 ﾀﾅｶ ﾀｹｼ
21 2219 0:10:06 乙川　大和　　 ｵﾄｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ 4年 男 乙川　里美 ｵﾄｶﾞﾜ ｻﾄﾐ
22 2208 0:10:12 溝手　聖昊　　 ﾐｿﾞﾃ ｾｲｺﾞｳ 5年 男 溝手　鉄平 ﾐｿﾞﾃ ﾃｯﾍﾟｲ
23 2240 0:10:15 三富　翔平　　 ﾐﾄﾐ ｼｮｳﾍｲ 4年 男 三富　規裕 ﾐﾄﾐ ﾉﾘﾔｽ
24 2216 0:10:19 古川　諒　　 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ 5年 男 古川　忠明 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾀﾞｱｷ
25 2201 0:10:29 荒木　琥太朗　 ｱﾗｷ ｺﾀﾛｳ 4年 男 荒木　純哉 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝﾔ
26 2205 0:10:31 渡邊　業人　　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾘﾄ 6年 男 渡邊　里枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ
27 2227 0:10:40 見上　祐太　 ﾐｶﾐ ﾕｳﾀ 4年 男 見上　英史 ﾐｶﾐ ﾋﾃﾞｼ
28 2215 0:10:49 吉田　陽潤　 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｼﾞｭﾝ 4年 男 吉田　悦子 ﾖｼﾀﾞ ｴﾂｺ
29 2249 0:10:52 梅澤　伊織　 ｳﾒｻﾞﾜ ｲｵﾘ 4年 男 梅澤　克郎 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾂﾛｳ 梅澤　直史 ｳﾒｻﾞﾜ ﾅｵｼ
30 2222 0:10:54 江縫　海斗　　 ｴﾇｲ ｶｲﾄ 5年 男 江縫　玲子 ｴﾇｲ ﾚｲｺ
31 2209 0:10:56 樋口　健太　　 ﾋｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 5年 男 樋口　郁美 ﾋｸﾞﾁ ｲｸﾐ
32 2237 0:11:01 武井　和　　 ﾀｹｲ ｶｽﾞ 4年 男 武井　和幸 ﾀｹｲ ｶｽﾞﾕｷ
33 2214 0:11:13 吉原　凜　　 ﾖｼﾊﾗ ﾘﾝ 5年 男 吉原　武之 ﾖｼﾊﾗ ﾀｹﾕｷ
34 2213 0:11:17 河内　聖成　　 ｶﾜｳﾁ ｾﾅ 4年 男 河内　雅之 ｶﾜｳﾁ ﾏｻﾕｷ
35 2231 0:11:18 笠木　爽良　 ｶｻｷﾞ ｿﾗ 4年 男 笠木　夕夏 ｶｻｷﾞ ﾕｶ 笠木　淳一 ｶｻｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ
36 2232 0:11:29 橋本　栄之介　　ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾉｽｹ 4年 男 橋本　桃子 ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｺ
37 2204 0:11:41 中村　勇斗　　 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 6年 男 中村　奈穂 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾎ
38 2212 0:11:42 大竹　恭輔　　 ｵｵﾀｹ ｷｮｳｽｹ 6年 男 大竹　輝 ｵｵﾀｹ ｱｷﾗ
39 2238 0:11:52 熊倉　春希　　 ｸﾏｸﾗ ﾊﾙｷ 4年 男 熊倉　敦博 ｸﾏｸﾗ ﾄｼﾋﾛ
40 2233 0:11:54 長谷川　徹　　 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 5年 男 長谷川　直人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾄ
41 2228 0:11:58 山本　凌平　　 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 6年 男 山本　由美 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐ
42 2221 0:12:10 高岡　諒誠　　 ﾀｶｵｶ ﾘｮｳｾｲ 5年 男 高岡　弘年 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾄｼ
43 2225 0:12:32 鈴木　煌惺　　 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 5年 男 鈴木　修治 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞ
44 2235 0:14:49 柳　時温　　 ﾘｭｳ ｼｵﾝ 4年 男 柳　由恵 柳　利温 リュウ ﾘｵﾝ

R　親子ラン2km　4～6年　女子の部
順位 No.カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 性別 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ



1 2310 0:07:51 高橋　七香　 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｶ 6年 女 高橋　一三 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐ
2 2339 0:08:05 中原　姫花　　 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾒｶ 5年 女 中原　克 ﾅｶﾊﾗ ｽｸﾞﾙ
3 2322 0:08:23 庭野　莉子　　 ﾆﾜﾉ ﾘｺ 4年 女 庭野　六輔 ﾆﾜﾉ ﾛｸｽｹ
4 2335 0:08:40 小野　くるみ　　 ｵﾉ ｸﾙﾐ 4年 女 小野　剛 ｵﾉ ﾀｹｼ
5 2303 0:08:45 成田　百花　　 ﾅﾘﾀ ﾓﾓｶ 5年 女 成田　智弘 ﾅﾘﾀ ﾄﾓﾋﾛ
6 2304 0:08:47 西脇　日彩　 ﾆｼﾜｷ ﾋｲﾛ 4年 女 西脇　美幸 ﾆｼﾜｷ ﾐﾕｷ
7 2305 0:08:47 蝶名林　結芽　 ﾁｮｳﾅﾊﾞﾔｼ ﾕﾒ 5年 女 蝶名林　哲郎 ﾁｮｳﾅﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾛｳ
8 2311 0:08:49 土田　菜々実 ﾂﾁﾀﾞ ﾏﾅﾐ 6年 女 土田　明彦 ﾂﾁﾀﾞ ｱｷﾋｺ
9 2340 0:08:52 関本　結衣　 ｾｷﾓﾄ ﾕｲ 4年 女 関本　浩司 ｾｷﾓﾄ ｺｳｼﾞ
10 593 0:08:57 北原　雛 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾅ 6年 女 北原　貴 キタハラ　タカシ
11 2323 0:09:04 木村　陽菜　　 ｷﾑﾗ ﾋﾅ 6年 女 木村　敏 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ
12 2326 0:09:18 須田　実里奈　 ｽﾀﾞ ﾐﾘﾅ 5年 女 須田　貴行 ｽﾀﾞ ﾀｶﾕｷ
13 2332 0:09:19 帆苅　望美　　 ﾎｶﾘ ﾉｿﾞﾐ 5年 女 帆苅　茂 ﾎｶﾘ ｼｹﾞﾙ
14 2317 0:09:20 小塚　梨恵　　 ｺﾂﾞｶ ﾘｴ 5年 女 小塚　愛 ｺﾂﾞｶ ｱｲ
15 2312 0:09:20 吉田　凜香　　 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｶ 4年 女 吉田　宗之 ﾖｼﾀﾞ ﾑﾈﾕｷ
16 2334 0:09:34 大沢　芭奈　　 ｵｵｻﾜ ﾊﾅ 6年 女 大沢　由貴 ｵｵｻﾜ ﾕｷ
17 2316 0:09:34 矢木　らん奈　　ﾔｷﾞ ﾗﾝﾅ 4年 女 矢木　真由美 ﾔｷﾞ ﾏﾕﾐ
18 2320 0:09:41 三浦　聡美　　 ﾐｳﾗ ｻﾄﾐ 4年 女 三浦　孝弘 ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ
19 2337 0:09:45 乙川　華穂　　 ｵﾄｶﾞﾜ ｶﾎ 6年 女 乙川　工 ｵﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾐ
20 2321 0:09:54 会田　麻陽　　 ｱｲﾀﾞ ﾏﾖ 6年 女 会田　康伸 ｱｲﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ
21 2324 0:09:59 村山　碧　　 ﾑﾗﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 5年 女 村山　敦 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾂｼ
22 2306 0:10:00 石田　和　　 ｲｼﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ 6年 女 石田　正和 ｲｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ
23 2301 0:10:01 高橋　未來　　 ﾀｶﾊｼ ﾐﾗ 4年 女 高橋　博幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ
24 2331 0:10:10 辻沢　娃依　　 ﾂｼﾞｻﾜ ｱｲ 4年 女 辻沢　雅人 ﾂｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ
25 2333 0:10:13 吉田　和香紗　 ﾖｼﾀﾞ ﾜｶｻ 4年 女 吉田　理香 ﾖｼﾀﾞ ﾘｶ
26 2341 0:10:13 室岡　桜　　 ﾑﾛｵｶ ｻｸﾗ 5年 女 室岡　健 ﾑﾛｵｶ ﾀｹｼ
27 2318 0:10:16 嵐田　千穂　　 ｱﾗｼﾀﾞ ﾁﾎ 4年 女 嵐田　浩二 ｱﾗｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ
28 2330 0:10:24 鹿野　日葵　　 ｶﾉ ﾋﾅﾀ 6年 女 鹿野　妙子 ｶﾉ ﾀｴｺ
29 2327 0:10:26 川村　茉由香　 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾕｶ 4年 女 川村　政之 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾕｷ
30 2309 0:10:45 小山　結南　　 ｺﾔﾏ ﾕﾅ 5年 女 小山　充 ｺﾔﾏ ﾐﾂﾙ
31 2302 0:10:48 本保　里桜　　 ﾎﾝﾎﾞ ﾘｵ 4年 女 本保　哲理 ﾎﾝﾎﾞ ﾃﾂﾘ
32 2328 0:11:05 大野　明日香　 ｵｵﾉ ｱｽｶ 5年 女 大野　功 ｵｵﾉ ｲｻｵ
33 2307 0:11:19 渡邊　優詩　　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳﾀ 6年 女 渡辺　和彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ
34 2308 0:11:19 岡本　埜ノ葉　 ｵｶﾓﾄ ﾉﾉﾊ 6年 女 岡本　　秀人 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ
35 2336 0:11:26 野沢　結季　　 ﾉｻﾞﾜ ﾕｷ 5年 女 野沢　ともこ ﾉｻﾞﾜ ﾄﾓｺ
36 2338 0:11:52 佐藤　ひなた　　ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 5年 女 佐藤　梢 ｻﾄｳ ｺｽﾞｴ
37 2329 0:11:55 鹿野　瑞葵　　 ｶﾉ ﾐｽﾞｷ 4年 女 西　テイ ﾆｼ ﾃｲ
38 2313 0:11:56 松田　心花　　 ﾏﾂﾀﾞ ｺｺﾅ 4年 女 松田　清人 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾖﾋﾄ
39 2315 0:13:44 星　果実　　 ﾎｼ ｺﾉﾐ 5年 女 星　絵里香 ﾎｼ ｴﾘｶ



40 2319 0:15:07 塩野　杏実　　 ｼｵﾉ ｱﾐ 4年 女 塩野　亜矢 ｼｵﾉ ｱﾔ


