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順位 No. 総合成績 氏名 フリガナ 氏名 フリガナ

1 4261  6:50 加藤　秀也 シュウヤ　カトウ 加藤　世奈 カトウ　セナ

2 4084  7:32 田村　雅彦 タムラ　マサヒコ 田村　友晴 タムラ　トモハル

3 4425  7:35 坂本　拓矢 サカモト　タクヤ 坂本　空来 サカモト　ソラ

4 4143  7:43 荒木　伸文 アラキ　シンヤ 荒木　瑛多 アラキ　エイタ

5 4263  7:46 村岡　文秋 ムラオカ　フミアキ 村岡　奏汰 ムラオカ　ソウタ

6 4190  7:55 伊澤　友宏 イザワ　トモヒロ 伊澤　怜那 イザワ　レナ

7 4120  7:58 小林　雅之 コバヤシ　マサユキ 小林　新 コバヤシ　アラタ

8 4204  7:59 浅井　将 アサイ　マサシ 浅井　惇 アサイ　シュン

9 4020  7:59 内田　雅之 ウチダ　マサユキ 内田　真之助 ウチダ　シンノスケ

10 4180  8:02 後藤　素成 ゴトウ　モトナリ 後藤　貫太 ゴトウ　カンタ

11 4081  8:07 染谷　大輔 ソメヤ　ダイスケ 染谷　大晴 ソメヤ　タイセイ

12 4231  8:08 堀中　将太 ホリナカ　ショウタ 堀中　詠太 ホリナカ　ウタ

13 4255  8:12 山本　洋輝 ヤマモト　ヒロキ 山本　悠輝 ヤマモト　ユウキ

14 4260  8:16 水嶋　教文 ミズシマ　ノリフミ 水嶋　亮太 ミズシマ　リョウタ

15 4007  8:18 森　夏樹 モリ　ナツキ 森　航希 モリ　コウキ

16 4207  8:18 森田　恭平 モリタ　キョウヘイ 森田　栞奈 モリタ　カンナ

17 4330  8:19 関　勝之 セキ　カツユキ 関　真之介 セキ　シンノスケ

18 4127  8:19 本間　寛康 ホンマ　ヒロヤス 本間　陽向 ホンマ　ヒナタ

19 4069  8:20 長野　健太 ナガノ　ケンタ 長野　悠希 ナガノ　ユウキ

20 4150  8:20 浅井　修成 アサイ　ノブシゲ 浅井　琴葉 アサイ　コトハ

21 4224  8:21 前田　素規 マエダ　モトキ 前田　真翔 マエダ　マナト

22 4217  8:22 中村　哲也 ナカムラ　テツヤ 中村　聡太 ナカムラ　ソウタ

23 4267  8:23 谷口　夕香里 タニグチ　ユカリ 谷口　湊祐 タニグチ　ソウスケ

24 4176  8:25 三浦　信一 ミウラ　シンイチ 三浦　諒之介 ミウラ　リョウノスケ

25 4101  8:29 佐藤　孝洋 サトウ　タカヒロ 佐藤　彩人 サトウ　アヤト

26 4049  8:31 峰尾　譲治 ミネオ　ジョウジ 峰尾　美咲 ミネオ　ミサキ

27 4212  8:31 中村　海斗 ナカムラ　カイト 酒井　遥眞 サカイ　ハルマ

28 4058  8:32 浅野　隆太 アサノ　リュウタ 浅野　遙希 アサノ　ハルキ

29 4067  8:32 落合　悠子 オチアイ　ユウコ 落合　慶 オチアイ　ケイ

30 4011  8:32 林　将幸 ハヤシ　マサユキ 林　陸斗 ハヤシ　リクト

31 4096  8:33 遠藤　佑介 エンドウ　ユウスケ 遠藤　帆栞 エンドウ　ホノカ

32 4213  8:33 鈴木　右郎 スズキ　アキオ 鈴木　旺太郎 スズキ　オウタロウ

33 4068  8:34 落合　優次 オチアイ　ユウジ 落合　遼 オチアイ　リョウ

34 4135  8:34 新川　和克 シンカワ　カズヨシ 新川　凱斗 シンカワ　カイト

35 4036  8:34 山下　仁美 ヤマシタ　ヒトミ 山下　真虎 ヤマシタ　マサトラ

36 4403  8:37 清水　將輝 シミズ　マサキ 清水　奏志 シミズ　ソウシ

37 4226  8:37 中山　裕之 ナカヤマ　ヒロユキ 中山　凛太郎 ナカヤマ　リンタロウ

38 4001  8:39 小高　貴之 オダカ　タカユキ 小高　優希 オダカ　ユウキ

39 4172  8:40 大石　哲也 オオイシ　テツヤ 大石　啓悟 オオイシ　ケイゴ

40 4346  8:46 緒方　達典 オガタ　タツノリ 緒方　陽樹 オガタ　ハルキ
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41 4242  8:46 猪越　さゆり イノコシ　サユリ 猪越　大和 イノコシ　ヤマト

42 4302  8:47 児玉　優瑞子 コダマ　ユミコ 児玉　陽聖 コダマ　ヨウセイ

43 4252  8:47 金子　道徳 カネコ　ミチノリ 金子　蓮勇 カネコ　レオ

44 4399  8:51 山本　優子 ヤマモト　ユウコ 山本　颯汰 ヤマモト　ソウタ

45 4184  8:52 川俣　雄吾 カワマタ　ユウゴ 川俣　絢香 カワマタ　ジュンカ

46 4216  8:53 鈴木　邦明 スズキ　クニアキ 鈴木　陸志 スズキ　リクシ

47 4093  8:53 依田　武 ヨダ　タケシ 依田　かれん ヨダ　カレン

48 4189  8:54 渡部　麻未 ワタベ　アミ 渡部　光喜 ワタベ　ミツキ

49 4061  8:58 中野　亮太 ナカノ　リョウタ 中野　奏多 ナカノ　ソウタ

50 4053  8:58 大塚　淳史 オオツカ　アツシ 大塚　颯士 オオツカ　ハヤト

51 4228  8:59 内田　隆哉 ウチダ　タカヤ 内田　和貴 ウチダ　カズキ

52 4387  9:00 山田　朋 ヤマダ　トモ 山田　彩智 ヤマダ　サチ

53 4380  9:01 深野　未希 フカノ　ミキ 深野　希子 フカノ　キコ

54 4012  9:02 川口　博史 カワグチ　ヒロシ 川口　結名 カワグチ　ユイナ

55 4171  9:03 谷島　秀樹 ヤジマ　ヒデキ 谷島　実莉 ヤジマ　ミノリ

56 4086  9:04 栗本　健一郎 クリモト　ケンイチロウ 栗本　聡一郎 クリモト　ケンイチロウ

57 4199  9:05 一戸　篤史 イチノヘ　アツシ 一戸　菜央 イチノヘ　ナオ

58 4075  9:05 加藤　絵美 カトウ　エミ 加藤　耕 カトウ　コウ

59 4310  9:07 安達　祐介 アダチ　ユウスケ 安達　咲 アダチ　サキ

60 4229  9:08 林　雄介 ハヤシ　ユウスケ 林　玲奈 ハヤシ　レナ

61 4041  9:09 大橋　昭 オオハシ　アキラ 大橋　礼和 オオハシ　レオ

62 4108  9:10 渡部　圭介 ワタベ　ケイスケ 渡部　誠也 ワタベ　セイヤ

63 4347  9:11 川島　裕子 カワシマ　ユウコ 川島　明奈 カワシマ　アキナ

64 4290  9:12 高山　広大 タカヤマ　コウダイ 高山　瑛士 タカヤマ　エイジ

65 4203  9:12 中原　淳裕 ナカハラ　アツヒロ 中原　惟月 ナカハラ　イツキ

66 4087  9:13 高橋　亮一 タカハシ　リョウイチ 高橋　佑輔 タカハシ　ユウスケ

67 4114  9:14 木之下　敦 キノシタ　アツシ 木之下　波瑠 キノシタ　ハル

68 4065  9:14 市森　貴士 イチモリ　タカシ 市森　航貴 イチモリ　コウキ

69 4264  9:15 杉山　尊宣 スギヤマ　タカノブ 杉山　禎軌 スギヤマ　サダミチ

70 4341  9:15 橋本　真也 ハシモト　シンヤ 橋本　春人 ハシモト　ハルト

71 4417  9:15 大橋　達史 オオハシ　タツフミ 小池　俐太朗 コイケ　リタロウ

72 4131  9:17 高橋　義征 タカハシ　ヨシユキ 高橋　ひより タカハシ　ヒヨリ

73 4276  9:18 寺島　直征 テラシマ　ナオユキ 寺島　颯人 テラシマ　ハヤト

74 4100  9:20 鈴木　智之 スズキ　トモユキ 鈴木　快生 スズキ　カイ

75 4306  9:21 早乙女　阿礼 ソオトメ　アレイ 早乙女　直哉 ソオトメ　ナオヤ

76 4210  9:22 鈴木　昌学 スズキ　マサノリ 鈴木　陽翔 スズキ　ハルト

77 4201  9:23 松丸　直樹 マツマル　ナオキ 松丸　結衣梨 マツマル　ユイリ

78 4280  9:23 大田　正紀 オオタ　マサノリ 大田　紀幸 オオタ　ノリユキ

79 4337  9:23 福田　里奈 フクダ　リナ 福田　美玲 フクダ　ミレイ

80 4300  9:24 芝　雅美 シバ　マサミ 芝　佳奈美 シバ　カナミ
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81 4050  9:24 中川　陽介 ナカガワ　ヨウスケ 中川　美空 ナカガワ　ミク

82 4232  9:26 堤　篤子 ツツミ　アツコ 堤　梨奈 ツツミ　リナ

83 4248  9:27 福田　慎吾 フクダ　シンゴ 福田　えみ フクダ　エミ

84 4005  9:28 松本　みほり マツモト　ミホリ 松本　知樹 マツモト　トモキ

85 4312  9:28 近藤　修幹 コンドウ　オサミ 近藤　奏実 コンドウ　カナミ

86 4046  9:29 中泉　雄 ナカイズミ　ユウ 中泉　颯真 ナカイズミ　ソウマ

87 4117  9:29 油浦　規和 ユウラ　ノリカズ 油浦　幹太 ユウラ　カンタ

88 4047  9:30 中谷　雄樹 ナカヤ　ユウキ 中谷　杏葉 ナカヤ　アズハ

89 4404  9:31 齊藤　貴美代 サイトウ　キミヨ 齊藤　綾 サイトウ　アヤ

90 4407  9:31 福田　高明 フクダ　タカアキ 福田　惺 フクダ　セイ

91 4022  9:32 藤栄　芳和 トウエイ　ヨシカズ 高添　琉々空 タカゾエ　ルルア

92 4236  9:33 出野　正樹 イデノ　マサキ 出野　衣麻 イデノ　エマ

93 4258  9:33 北村　郡男 キタムラ　クニオ 北村　和空 キタムラ　ワク

94 4370  9:34 佐藤　彰吾 サトウ　ショウゴ 佐藤　真希人 サトウ　マキト

95 4107  9:35 荒井　恭子 アライ　キョウコ 荒井　耀介 アライ　ヨウスケ

96 4269  9:37 手銭　幹典 テゼン　モトフミ 手銭　悠翔 テゼン　ハルト

97 4350  9:39 高橋　紀之 タカハシ　ノリユキ 高橋　由羽 タカハシ　ユウ

98 4281  9:40 佐藤　考生 サトウ　タカオ 佐藤　碧泉 サトウ　アオイ

99 4365  9:40 染谷　繁亨 ソメヤ　シゲユキ 染谷　唯仁 ソメヤ　ユイト

99 4376  9:40 竹下　歩夢 タケシタ　アユミ 竹下　琉夏 タケシタ　ルナ

101 4249  9:41 子安　大輔 コヤス　ダイスケ 子安　柚嘉 コヤス　ユズカ

102 4015  9:42 春田　健一郎 ハルタ　ケンイチロウ 春田　隼太郎 ハルタ　ケンイチロウ

103 4035  9:43 谷口　史行 タニグチ　フミユキ 谷口　凛太朗 タニグチ　リンタロウ

103 4360  9:43 迫　淑恵 サコ　ヨシエ 迫　眞白 サコ　マシロ

105 4316  9:43 鐘　祥忠 ショウ　ショウチュウ 陶山　佳成 スヤマ　ヨシナリ

106 4147  9:44 清水　孝幸 シミズ　タカユキ 清水　浩太 シミズ　コウタ

107 4348  9:45 大坪　道夫 オオツボ　ミチオ 大坪　拓矢 オオツボ　タクヤ

108 4373  9:45 阿部　恵 アベ　メグミ 阿部　桔平 アベ　キッペイ

109 4197  9:46 齊藤　学 サイトウ　マナブ 齊藤　琴奈 サイトウ　コトナ

110 4082  9:46 除本　健太 ヨケモト　ケンタ 除本　唯菜 ヨケモト　ユイナ

111 4152  9:46 吉田　康恵 ヨシダ　ヤスエ 吉田　結 ヨシダ　ユイ

112 4103  9:48 藤本　勝久 フジモト　カツヒサ 藤本　啓慎 フジモト　ケイシン

113 4339  9:48 藤原　幸晶 フジワラ　コウショウ 藤原　駿 フジワラ　シュン

114 4119  9:49 上田　正三 ウエダ　ショウゾウ 上田　寛太 ウエダ　カンタ

115 4029  9:50 蛇谷　多恵 ジャタニ　タエ 蛇谷　和正 ジャタニ　カズマサ

116 4129  9:51 今井　修 イマイ　オサム 今井　陽斗 イマイ　ハルト

117 4393  9:52 須田　壮人 スダ　タケヒト 須田　壮汰 スダ　ソウタ

118 4123  9:52 岡見　淳 オカミ　ジュン 岡見　陽菜 オカミ　ヒイナ

119 4144  9:53 川崎　愛 カワサキ　メグミ 川崎　真優 カワサキ　マユ

120 4179  9:54 杉山　悠恵 スギヤマ　ヒサエ 杉山　実織 スギヤマ　ミオリ
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121 4202  9:54 大作　美奈子 オオサク　ミナコ 大作　那月 オオサク　ナツキ

122 4390  9:54 品田　智美 シナダ　トモミ 品田　晴翔 シナダ　ハルト

123 4222  9:56 村岡　恵理 ムラオカ　エリ 村岡　聖琉 ムラオカ　セイリュウ

124 4279  9:56 高橋　圭祐 タカハシ　ケイスケ 高橋　港 タカハシ　ミナト

125 4247  9:57 小川　絢司 オガワ　ケンジ 小川　陽太 オガワ　ヨウタ

126 4021  9:57 坂田　薫平 サカタ　クンペイ 坂田　結涼 サカタ　ユズ

127 4080  9:57 荒木　尚子 アラキ　ナオコ 荒木　大輔 アラキ　ダイスケ

128 4185  9:58 白井　雄一 シライ　ユウイチ 白井　樹 シライ　イツキ

129 4334  9:58 増子　亜紀子 マスコ　アキコ 増子　瑛介 マスコ　エイスケ

130 4198  9:59 小倉　里紗 オグラ　リサ 小倉　羽愛 オグラ　ルア

131 4314  9:59 井口　拓哉 イグチ　タクヤ 井口　真之介 イグチ　シンノスケ

132 4097  10:00 村岡　祐太 ムラオカ　ユウタ 村岡　忠彦 ムラオカ　タダヒコ

133 4019  10:00 柏原　広明 カシハラ　ヒロアキ 柏原　聡太 カシハラ　ソウタ

134 4294  10:00 須﨑　徹 スザキ　トオル 須﨑　悠太 スザキ　ユウタ

135 4191  10:00 鈴木　綾子 スズキ　リョウコ 鈴木　奏裕 スズキ　ソウスケ

136 4106  10:01 渡邊　智之 ワタナベ　トモユキ 渡邊　海玲 ワタナベ　ミレイ

137 4333  10:01 深根　博文 フカネ　ヒロフミ 深根　舞香 フカネ　マイカ

138 4218  10:01 平野　雄一 ヒラノ　ユウイチ 平野　大空 ヒラノ　ソラ

139 4027  10:01 吉田　亮 ヨシダ　リョウ 吉田　咲 ヨシダ　サキ

140 4259  10:02 長塚　文洋 ナガツカ　フミヒロ 長塚　琥太郎 ナガツカ　コタロウ

141 4221  10:02 小川　靖子 オガワ　セイコ 小川　璃人 オガワ　リヒト

142 4054  10:03 高橋　知行 タカハシ　トモユキ 高橋　蒼太 タカハシ　ソウタ

143 4136  10:03 金子　大輔 カネコ　ダイスケ 金子　友理 カネコ　ユリ

144 4073  10:03 大塚　翔太 オオツカ　ショウタ 大塚　彩希 オオツカ　サキ

145 4079  10:04 鈴木　雄也 スズキ　ユウヤ 鈴木　陽翔 スズキ　ユウヤ

146 4056  10:05 小原　悠児 オバラ　ユウジ 小原　梨沙 オバラ　リサ

147 4161  10:06 浅井　大輔 アサイ　ダイスケ 浅井　咲帆 アサイ　サホ

148 4059  10:06 金子　絵理 カネコ　エリ 金子　明日南 カネコ　アスナ

149 4319  10:06 稲垣　梨里 イナガキ　リリ 稲垣　恵咲 イナガキ　アヤサ

150 4233  10:09 粕川　健 カスカワ　タケシ 粕川　聖 カスカワ　マサキ

151 4303  10:09 楯　和也 タテ　カズヤ 楯　真奈美 タテ　マナミ

152 4392  10:11 秋山　仁志 アキヤマ　ヒトシ 秋山　煌太 アキヤマ　コウタ

153 4077  10:12 塚越　雄一郎 ツカゴシ　ユウイチロウ 塚越　斗和 ツカゴシ　トワ

154 4251  10:12 長坂　奈穂 ナガサカ　ナホ 長坂　華 ナガサカ　ハル

155 4040  10:13 石山　和美 イシヤマ　カズミ 石山　結菜 イシヤマ　ユナ

156 4006  10:14 村山　孝博 ムラヤマ　タカヒロ 村山　孝太 ムラヤマ　コウタ

157 4159  10:14 勝田　健児 カツタ　ケンジ 勝田　結子 カツタ　ユウコ

158 4148  10:15 山﨑　繁夫 ヤマサキ　シゲオ 山﨑　悠乃介 ヤマサキ　ユウノスケ

159 4364  10:15 天谷　悠希 アマガイ　ユウキ 天谷　悠聖 アマガイ　ユウセイ

160 4155  10:16 武井　秀太郎 タケイ　ヒデタロウ 武井　波瑠 タケイ　ハル
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161 4304  10:16 渡邉　志緒里 ワタナベ　シオリ 渡邉　大翔 ワタナベ　ヒロト

162 4415  10:17 中原　拓哉 ナカハラ　タクヤ 中原　悠翔 ナカハラ　ユウト

163 4004  10:17 木谷　貴雄 キダニ　タカオ 木谷　匠吾 キダニ　ショウゴ

164 4223  10:18 鶴田　博之 ツルタ　ヒロユキ 鶴田　柚衣 ツルタ　ユイ

165 4331  10:18 檜垣　太志 ヒガキ　タイシ 檜垣　碧花 ヒガキ　アイカ

166 4048  10:19 砂川　高志 スナカワ　タカシ 砂川　葉 スナカワ　ヨウ

167 4262  10:19 輪湖　哲也 ワコ　テツヤ 輪湖　一晟 ワコ　イッセイ

168 4187  10:19 池田　英司 イケダ　エイジ 池田　英恵 イケダ　ハナエ

169 4072  10:19 田沼　潤子 タヌマ　ジュンコ 田沼　直弥 タヌマ　ナオヤ

170 4178  10:20 大隈　智彦 オオクマ　トモヒコ 大隈　心々音 オオクマ　ココネ

171 4200  10:21 橋本　竜一 ハシモト　リュウイチ 橋本　沙羅 ハシモト　サラ

172 4182  10:21 宮崎　雄一 ミヤザキ　ユウイチ 宮崎　優衣 ミヤザキ　ユイ

173 4146  10:23 工藤　靖寛 クドウ　ヤスヒロ 工藤　雄輝 クドウ　ユウキ

174 4363  10:23 佐藤　慎一 サトウ　シンイチ 佐藤　慎一 サトウ　シンイチ

175 4397  10:23 西山　智幸 ニシヤマ　トモユキ 西山　脩也 ニシヤマ　シュウヤ

176 4305  10:24 岡本　怜 オカモト　リョウ 岡本　豪心 オカモト　ゴウシン

177 4283  10:25 図師　洋三 ズシ　ヨウゾウ 図師　猛斗 ズシ　タケト

178 4257  10:25 池　俊哉 イケ　トシヤ 池　芹菜 イケ　セリナ

179 4326  10:29 滝沢　由政 タキザワ　ヨシマサ 滝沢　宗達 タキザワ　ソウタツ

180 4343  10:30 千々岩　崇 チヂイワ　タカシ 千々岩　朔 チヂイワ　サク

181 4194  10:31 伊藤　俊輔 イトウ　シュンスケ 伊藤　結花 イトウ　ユイカ

182 4338  10:33 柳澤　優也 ヤナギサワ　ユウヤ 柳澤　結月 ヤナギサワ　ユヅキ

183 4311  10:33 石井　伸行 イシイ　ノブユキ 石井　颯介 イシイ　ソウスケ

184 4153  10:33 長田　未由希 ナガタ　ミユキ 長田　晃人 ナガタ　アキト

185 4288  10:33 吉野　耕司 ヨシノ　コウジ 吉野　秀俊 ヨシノ　ヒデトシ

186 4017  10:34 八巻　徹 ヤマキ　トオル 八巻　柊子 ヤマキ　トウコ

187 4132  10:34 草川　佐登志 クサカワ　サトシ 草川　葵衣 クサカワ　アオイ

187 4336  10:34 濱田　晋介 ハマダ　シンスケ 濱田　有晟 ハマダ　ユウセイ

189 4032  10:34 細谷　大輔 ホソヤ　ダイスケ 細谷　嘉辰 ホソヤ　ヨシタツ

190 4332  10:35 小野寺　勝也 オノデラ　カツヤ 小野寺　晴 オノデラ　ハル

191 4031  10:36 野上　高 ノガミ　コウ 野上　心寧 ノガミ　ココネ

192 4385  10:37 豊永　大樹 トヨナガ　タイキ 豊永　凌大 トヨナガ　リョウタ

193 4063  10:37 岩原　将人 イワハラ　マサト 岩原　優太 イワハラ　ユウタ

194 4024  10:37 及川　直毅 オイカワ　ナオキ 及川　明莉 オイカワ　アカリ

195 4379  10:38 菅谷　泰史 スガヤ　タイシ 菅谷　以悠 スガヤ　イチカ

196 4354  10:38 中村　喬洋 ナカムラ　タカヒロ 中村　真緒 ナカムラ　マオ

197 4342  10:41 日笠　知子 ヒカサ　トモコ 日笠　皓太 ヒカサ　コウタ

198 4177  10:41 高橋　綾 タカハシ　アヤ 髙橋　遥 タカハシ　ハルカ

199 4208  10:41 石川　泰弘 イシカワ　ヤスヒロ 石川　彩乃 イシカワ　アヤノ

200 4023  10:44 高添　麻美 タカゾエ　マミ 高添　琉羽珠 タカゾエ　ルウジュ
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201 4395  10:44 駒崎　千夏 コマザキ　チナツ 駒崎　海理 コマザキ　カイリ

202 4010  10:44 中村　智之 ナカムラ　トモユキ 中村　佳吾 ナカムラ　ケイゴ

203 4186  10:45 鴨下　友香 カモシタ　ユカ 鴨下　幸羽 カモシタ　ユキハ

204 4292  10:45 江副　久美 エゾエ　クミ 江副　康太 エゾエ　コウタ

205 4406  10:45 今村　裕一 イマムラ　ユウイチ 今村　峻輔 イマムラ　シュンスケ

206 4375  10:46 村田　康孝 ムラタ　ヤスタカ 村田　奈那 ムラタ　ナナ

207 4421  10:46 飯村　明子 イイムラ　アキコ 飯村　明莉 イイムラ　アカリ

208 4188  10:47 白石　直也 シライシ　ナオヤ 白石　祐梨 シライシ　ユリ

209 4166  10:47 宇田　彩香 ウダ　アヤカ 宇田　虹輝 ウダ　コウキ

210 4402  10:48 今井　彩香 イマイ　アヤカ 今井　颯音 イマイ　ハヤト

211 4241  10:50 中村　蓉子 ナカムラ　ユウコ 中村　さくら ナカムラ　サクラ

212 4014  10:52 道下　卓実 ミチシタ　タクミ 道下　夏帆 ミチシタ　カホ

213 4045  10:54 管野　美樹 カンノ　ミキ 鴫原　葉月 シギハラ　ハヅキ

214 4389  10:54 滝上　聖悟 タキガミ　ショウゴ 岩城　悠哉 イワギ　ユウヤ

215 4355  10:55 猫田　政志 ネコタ　マサシ 猫田　彩希 ネコタ　サキ

216 4307  10:56 杉原　亜里紗 スギハラ　アリサ 杉原　陽花 スギハラ　ハルカ

217 4183  10:56 及川　亜樹 オイカワ　アキ 及川　汐莉 オイカワ　シオリ

218 4160  10:58 長浜　良典 ナガハマ　リョウスケ 長浜　雅洋 ナガハマ　マサヒロ

219 4192  10:58 末吉　夕加 スエヨシ　ユカ 末吉　唯月羽 スエヨシ　ユヅハ

220 4349  10:58 前田　正和 マエダ　マサカズ 前田　航利 マエダ　コウキ

221 4219  11:00 高橋　清美 タカハシ　キヨミ 高橋　唯 タカハシ　ユイ

222 4368  11:03 金古　久美子 カネコ　クミコ 金古　遼太 カネコ　リョウタ

223 4361  11:05 髙橋　雄二 タカハシ　ユウジ 髙橋　大輝 タカハシ　ダイキ

224 4377  11:08 後藤　和巳 ゴトウ　カズミ 後藤　壮一朗 ゴトウ　ソウイチロウ

225 4060  11:08 松土　久美子 マツド　クミコ 松土　菜々美 マツド　ナナミ

226 4090  11:10 伊豆　優花 イズ　ユウカ 伊豆　秀太郎 イズ　シュウタロウ

227 4345  11:10 松本　晋 マツモト　ススム 松本　莉暖 マツモト　リノ

228 4170  11:11 堀内　龍文 ホリウチ　タツフミ 堀内　華桜 ホリウチ　カオ

229 4138  11:13 川口　修司 カワグチ　シュウジ 川口　心愛 カワグチ　ココナ

230 4206  11:13 荒木　奈津子 アラキ　ナツコ 荒木　瑛太 アラキ　エイタ

231 4359  11:15 志水　亮子 シミズ　リョウコ 志水　穂空 シミズ　ホタカ

232 4411  11:15 藤井　省吾 フジイ　ショウゴ 藤井　陽翔 フジイ　ハルト

233 4181  11:16 丹治　広大 タンジ　ヒロオ 丹治　敦貴 タンジ　アツキ

234 4109  11:16 平澤　仁 ヒラサワ　ジン 平澤　至 ヒラサワ　イタル

235 4353  11:17 白鳥　則雄 シラトリ　ノリオ 白鳥　泰地 シラトリ　タイチ

236 4169  11:18 佐藤　孝 サトウ　タカシ 佐藤　日向 サトウ　ヒナタ

237 4250  11:22 松本　勲矢 マツモト　イザヤ 松本　眞愛 マツモト　マナ

238 4154  11:22 佐藤　しのぶ サトウ　シノブ 佐藤　泰基 サトウ　タイキ

239 4418  11:24 島田　裕也 シマダ　ユウヤ 島田　菜奈美 シマダ　ナナミ

240 4325  11:26 福原　温子 フクハラ　アツコ 福原　綾人 フクハラ　リョウト



7 / 11 ページ

順位 No. 総合成績 氏名 フリガナ 氏名 フリガナ

第10回 KASHIWAリレーマラソン2022 【速報/リザルト】
令和4年（2022年）11月20日（日）

種目：【親子マラソン（小学3・4年生の部）】
カテゴリー：【総合】 

241 4400  11:26 青栁　祐子 アオヤギ　ユウコ 青栁　凜平 アオヤギ　リンペイ

242 4215  11:27 松本　佳介 マツモト　ケイスケ 松本　凪沙 マツモト　ナギサ

243 4282  11:27 橋本　康大 ハシモト　コウダイ 橋本　健大 ハシモト　タケヒロ

244 4013  11:29 森清　宣貴 モリキヨ　ノブキ 森清　華 モリキヨ　ハナ

245 4253  11:30 宇賀神　美保 ウガジン　ミホ 宇賀神　駿太 ウガジン　シュンタ

246 4413  11:30 丹羽　啓之 ニワ　ヒロユキ 丹羽　龍之介 ニワ　リュウノスケ

247 4151  11:30 山崎　匡史 ヤマザキ　マサフミ 山崎　夏芽 ヤマザキ　ナツメ

248 4026  11:32 岩崎　真吾 イワサキ　シンゴ 岩﨑　悠真 イワサキ　ユウマ

249 4209  11:32 三ツ川　雅貴 ミツカワ　マサキ 三ツ川　桧 ミツカワ　カイ

250 4043  11:33 山下　勝 ヤマシタ　マサル 山下　美織 ヤマシタ　ミオリ

251 4116  11:34 村松　恵美子 ムラマツ　エミコ 村松　美咲 ムラマツ　ミサキ

252 4066  11:34 三木　研吾 ミキ　ケンゴ 三木　凜夏 ミキ　リンナ

253 4168  11:34 助川　元洋 スケガワ　モトヒロ 助川　藍斗 スケガワ　アイト

254 4149  11:36 古谷　浩義 フルヤ　ヒロヨシ 古谷　圭吾 フルヤ　ケイゴ

255 4323  11:36 橋爪　聡史 ハシツメ　サトシ 橋爪　快晟 ハシツメ　カイセイ

256 4265  11:37 佐藤　信介 サトウ　シンスケ 佐藤　梨衣沙 サトウ　リイサ

257 4293  11:38 渡邉　誠 ワタナベ　マコト 渡邉　希子 ワタナベ　キコ

258 4268  11:39 熊谷　ひとみ クマガイ　ヒトミ 熊谷　陸 クマガイ　リク

259 4266  11:39 芦田　幸一 アシダ　コウイチ 芦田　咲綺 アシダ　サキ

260 4078  11:39 宮森　利孝 ミヤモリ　トシタカ 宮森　円香 ミヤモリ　マドカ

261 4157  11:39 後藤　智隆 ゴトウ　トモタカ 後藤　千尋 ゴトウ　チヒロ

262 4124  11:40 村松　秀之 ムラマツ　ヒデユキ 村松　穂乃 ムラマツ　ホノ

263 4235  11:40 齋藤　彩加 サイトウ　アヤカ 齋藤　心結 サイトウ　ココロ

264 4271  11:40 赤井橋　菜穂子 アカイバシ　ナオコ 赤井橋　令 アカイバシ　リョウ

265 4386  11:42 坂本　重治 サカモト　シゲハル 坂本　夢叶 サカモト　ユメカ

266 4419  11:47 大矢　正輝 オオヤ　マサキ 大矢　啓都 オオヤ　ケイト

267 4324  11:47 小嶋　真木恵 コジマ　マキエ 小嶋　進次郎 コジマ　シンジロウ

268 4008  11:48 岩本　久美 イワモト　クミ 北見　なずな キタミ　ナズナ

269 4104  11:48 菅原　秀美 スガヤラ　ヒデミ 菅原　澄玲 スガワラ　スミレ

270 4408  11:49 酒向　敦 サコウ　アツシ 酒向　美羽 サコウ　アツシ

271 4139  11:50 宮嶋　健二 ミヤジマ　ケンジ 宮嶋　彩妃 ミヤジマ　サキ

272 4298  11:50 北嶌　洋之 キタジマ　ヒロユキ 北嶌　葵 キタジマ　アオイ

273 4388  11:50 下谷　雄一 シモタニ　ユウイチ 下谷　杏璃 シモタニ　アンリ

274 4062  11:51 斎藤　匠人 サイトウ　タクト 斎藤　奨真 サイトウ　ショウマ

275 4422  11:52 水梨　久美子 ミズナシ　クミコ 水梨　朝陽 ミズナシ　アサヒ

276 4352  11:53 松井　梨紗 マツイ　リサ 松井　雅 マツイ　ミヤビ

277 4317  11:53 伊藤　志乃 イトウ　シノ 伊藤　楓和 イトウ　フワ

278 4246  11:54 福田　美江 フクダ　ミエ 福田　乃香 フクダ　ノカ

279 4227  11:55 小林　篤史 コバヤシ　アツシ 小林　咲菜 コバヤシ　サナ

280 4416  11:55 大橋　羊子 オオハシ　ヨウコ 小池　俐帆 コイケ　リホ
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281 4121  11:56 飛留間　哲 ヒルマ　サトシ 飛留間　遥 ヒルマ　ハルカ

282 4309  11:56 林　妙子 ハヤシ　タエコ 林　駿太郎 ハヤシ　シュンタロウ

283 4286  11:59 石川　竜竹 イシカワ　リョウタケ 石川　拓磨 イシカワ　タクマ

284 4329  11:59 香取　峰登 カトリ　ミネト 香取　瑠夏 カトリ　ルナ

285 4098  12:00 上野　一義 ウエノ　カズヨシ 上野　夏実 ウエノ　ナツミ

286 4095  12:00 小関　健太 コセキ　ケンタ 小関　渚美 コセキ　ナミ

287 4128  12:01 小長光　武智 コナガミツ　タケトモ 小長光　明真 コナガミツ　アキマサ

288 4238  12:01 串田　光世 クシダ　ミツヨ 串田　樹志 クシダ　タツシ

289 4134  12:01 中西　ちひろ ナカニシ　チヒロ 中西　泉実 ナカニシ　イズミ

290 4092  12:03 柳澤　典之 ヤナギサワ　ノリユキ 柳澤　七海 ヤナギサワ　ナナミ

291 4295  12:03 石塚　圭 イシヅカ　ケイ 石塚　文翔 イシヅカ　アヤト

292 4074  12:06 中西　登志雄 ナカニシ　トシオ 中西　柊介 ナカニシ　シュウスケ

293 4409  12:08 佐々木　慶大 ササキ　ケイタ 佐々木　柚衣 ササキ　ユイ

294 4245  12:08 岩永　太士 イワナガ　フトシ 岩永　朔仁 イワナガ　サクヒト

295 4211  12:08 中井　康貴 ナカイ　ヤスタカ 中井　咲希 ナカイ　サキ

296 4315  12:11 秋谷　貴志 アキヤ　タカシ 秋谷　颯香 アキヤ　フウカ

297 4322  12:11 高橋　万里子 タカハシ　マリコ 高橋　優仁 タカハシ　ユウト

298 4137  12:13 野島　由香 ノジマ　ユカ 野島　康太 ノジマ　コウタ

299 4291  12:13 丸山　有香 マルヤマ　ユカ 丸山　詩乃 マルヤマ　シノ

300 4055  12:13 熊谷　剛志 クマガイ　ツヨシ 熊谷　柚希 クマガイ　ユズキ

301 4225  12:16 佐藤　優 サトウ　ユウ 佐藤　七海 サトウ　ナナミ

302 4111  12:16 高野　健太 タカノ　ケンタ 高野　そら タカノ　ソラ

303 4372  12:16 蛭川　寛之 ヒルカワ　ヒロユキ 蛭川　裕太 ヒルカワ　ユウタ

304 4034  12:21 大瀧　友輔 オオタキ　ユウスケ 大瀧　友菜 オオタキ　ユナ

305 4335  12:21 佐野　芳彰 サノ　ヨシアキ 佐野　結香 サノ　ユイカ

306 4424  12:21 大作　瑠美 オオサク　ルミ 大作　誠 オオサク　マコト

307 4033  12:22 小林　直樹 コバヤシ　ナオキ 小林　真桜 コバヤシ　マオ

308 4366  12:23 鈴木　和樹 スズキ　カズキ 鈴木　陽彩 スズキ　ヒナカ

309 4125  12:24 東山　暢紘 ヒガシヤマ　ノブヒロ 東山　陽飛 ヒガシヤマ　ハルト

310 4287  12:25 小田長　貢 オダナガ　ミツギ 小田長　奈南 オダナガ　ナナミ

311 4145  12:26 岩清水　優 イワシミズ　マサル 岩清水　彩葉 イワシミズ　イロハ

312 4196  12:27 畑山　美希 ハタヤマ　ミキ 畑山　蓮斗 ハタヤマ　レント

313 4414  12:28 渡邉　洪介 ワタナベ　コウスケ 高倉　妙恵 タカクラ　タエ

314 4391  12:29 畑山　大輔 ハタヤマ　ダイスケ 畑山　竜輝 ハタヤマ　タツキ

315 4378  12:30 小平　崇文 コダイラ　タカフミ 小平　悠斗 コダイラ　ハルト

316 4126  12:30 白井　理紗 シライ　リサ 白井　初奈 シライ　ハナ

317 4112  12:33 丸山　あや マルヤマ　アヤ 丸山　ゆい マルヤマ　ユイ

318 4025  12:34 竹田　祥 タケダ　ショウ 竹田　愛佳 タケダ　アイカ

319 4064  12:35 山下　康一 ヤマシタ　コウイチ 山下　蒼太 ヤマシタ　ソウタ

320 4175  12:37 寺島　隼人 テラシマ　ハヤト 寺島　廉人 テラシマ　レント
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321 4318  12:38 吉田　奈緒子 ヨシダ　ナオコ 吉田　花恋 ヨシダ　カレン

322 4301  12:41 佐藤　美香 サトウ　ミカ 佐藤　諒大 サトウ　リョウタ

323 4044  12:42 日浦　慎治 ヒウラ　シンジ 日浦　桜 ヒウラ　サクラ

324 4243  12:43 守田　雄次 モリタ　ユウジ 守田　菜希 モリタ　ナツキ

325 4254  12:43 長塚　千佳 ナガツカ　チカ 長塚　大翔 ナガツカ　ヒロト

326 4162  12:44 佐々木　哲 ササキ　サトシ 佐々木　千尋 ササキ　チヒロ

327 4003  12:45 山谷　健治 ヤマヤ　ケンジ 山谷　優実 ヤマヤ　ユウミ

328 4094  12:46 五代　裕子 ゴダイ　ユウコ 五代　仁那 ゴダイ　ニナ

329 4057  12:47 楠木　昭弘 クスノキ　アキヒロ 楠木　ひなた クスノキ　ヒナタ

330 4122  12:47 高菅　永次 タカスガ　エイジ 高菅　維吹 タカスガ　イブキ

331 4369  12:47 三由　琢也 ミヨシ　タクヤ 三由　紗也 ミヨシ　サヤ

332 4083  12:48 小口　拓史 コグチ　ヒロシ 小口　航輝 コグチ　コウキ

333 4174  12:51 金澤　洋 カナザワ　ヒロシ 金澤　奏 カナザワ　ソウ

334 4296  12:53 飯田　暁子 イイダ　アキコ 飯田　侑剛 イイダ　ユウゴウ

335 4412  12:53 横山　純一 ヨコヤマ　ジュンイチ 横山　千陽子 ヨコヤマ　チヨコ

336 4384  12:53 阿部　夕香理 アベ　ユカリ 阿部　七彩 アベ　ナツミ

337 4028  12:54 久保村　優佳 クボムラ　ユカ 久保村　珠嵐 クボムラ　ジュラン

338 4237  12:54 下谷　勇太 シタヤ　ユウタ 下谷　茉冬 シタヤ　マフユ

339 4156  12:57 菅原　正紀 スガワラ　マサノリ 菅原　春紀 スガワラ　マサノリ

340 4193  12:58 田口　周 タグチ　シュウ 田口　うた タグチ　ウタ

341 4195  13:01 山崎　章子 ヤマザキ　アキコ 山崎　俊也 ヤマザキ　トシヤ

342 4140  13:05 遠藤　邦治 エンドウ　クニハル 遠藤　優那 エンドウ　ユウナ

343 4328  13:08 井上　博陽 イノウエ　ヒロハル 井上　陽斗 イノウエ　ハルト

344 4158  13:09 三浦　孝道 ミウラ　タカミチ 三浦　さくら ミウラ　サクラ

345 4016  13:10 中本　亮介 ナカモト　リョウスケ 中本　壮介 ナカモト　ソウスケ

346 4362  13:17 内山　香 ウチヤマ　カオリ 内山　実咲 ウチヤマ　ミサキ

347 4099  13:21 阿部　裕亮 アベ　ユウスケ 阿部　冬馬 アベ　トウマ

348 4382  13:24 藤吉　泰貴 フジヨシ　ヤスタカ 藤吉　真帆 フジヨシ　マホ

349 4277  13:26 松葉　大太 マツバ　ダイタ 松葉　美咲 マツバ　ミサキ

350 4383  13:26 奈良原　秀輝 ナラハラ　ヒデキ 奈良原　玲 ナラハラ　レイ

351 4115  13:27 清水　孝幸 シミズ　タカユキ 清水　梨沙 シミズ　リサ

352 4214  13:27 吉田　隼 ヨシダ　ジュン 吉田　真音 ヨシダ　マオ

353 4273  13:28 安井　一敬 ヤスイ　クニヒロ 安井　瑠璃 ヤスイ　ルリ

354 4076  13:28 荒井　由香 アライ　ユカ 荒井　妃奈 アライ　ヒナ

355 4018  13:33 小山内　貴司 オサナイ　タカシ 小山内　美空 オサナイ　ミク

356 4220  13:34 鈴ヶ嶺　裕一 スズガミネ　ユウイチ 鈴ヶ嶺　陽希 スズガミネ　ハルキ

357 4230  13:35 石原　陽子 イシハラ　ヨウコ 石原　遼 イシハラ　リョウ

358 4088  13:37 佐藤　佳代子 サトウ　カヨコ 佐藤　志穂 サトウ　シホ

359 4278  13:41 松丸　昌希 マツマル　マサキ 松丸　咲恵 マツマル　サエ

360 4275  13:43 小林　昭一 コバヤシ　ショウイチ 安井　碧海 ヤスイ　カイ
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361 4002  13:47 高橋　和彦 タカハシ　カズヒコ 高橋　茜 タカハシ　アカネ

362 4091  13:50 佐藤　奈津子 サトウ　ナツコ 佐藤　叶理 サトウ　カナリ

363 4320  13:55 中島　大輔 ナカジマ　ダイスケ 中島　朋香 ナカジマ　トモカ

364 4381  13:58 高橋　卓 タカハシ　スグル 高橋　駿仁 タカハシ　ハヤト

365 4289  13:58 小川　隆之 オガワ　タカユキ 小川　実咲 オガワ　ミサキ

366 4374  14:00 丸岩　琢 マルイワ　タクム 丸岩　凜乃 マルイワ　リノ

367 4205  14:02 末森　みゆき スエモリ　ミユキ 末森　晴紀 スエモリ　ハルキ

368 4085  14:16 井川　寿代 イカワ　ヒサヨ 井川　葉菜 イカワ　ハナ

369 4039  14:20 高口　慶輔 コウグチ　ケイスケ 高口　茉子 コウグチ　マコ

370 4394  14:21 奴田原　誠 ヌタハラ　マコト 奴田原　佳桜 ヌタハラ　カオ

371 4357  14:24 高倉　なつみ タカクラ　ナツミ 高倉　優衣 タカクラ　ユイ

372 4367  14:28 藤井　麻依 フジイ　マイ 藤井　梨花 フジイ　リンカ

373 4410  14:30 面川　貴子 オモカワ　タカコ 面川　晃汰 オモカワ　コウタ

374 4274  14:34 安井　萌 ヤスイ　モエ 安井　陽琉 ヤスイ　ハル

375 4313  14:35 樋口　真一 ヒグチ　シンイチ 樋口　晴香 ヒグチ　ハルカ

376 4142  14:38 鳥居　隼 トリイ　ハヤト 鳥居　昴 トリイ　スバル

377 4102  14:41 益　聡 マス　サトシ 益　恵太 マス　ケイタ

378 4299  14:49 小村　陽子 コムラ　ヨウコ 小村　ひなた コムラ　ヒナタ

379 4297  15:13 大木　舞 オオキ　マイ 大木　芽生 オオキ　メイ

380 4398  15:32 平尾　亜沙美 ヒラオ　アスミ 平尾　悠陽 ヒラオ　ユウヒ

381 4420  15:40 菅野　皓太 スガノ　コウタ 菅野　花夏 スガノ　ハナ

382 4272  15:42 貝瀬　智洋 カイセ　トモヒロ 貝瀬　蒼空 カイセ　ソラ

383 4256  17:05 寺田　太一 テラダ　タイチ 寺田　圭織 テラダ　カオリ

384 4105  17:35 後藤　亜希子 ゴトウ　アキコ 後藤　霞 ゴトウ　カスミ

385 4371  18:47 加藤　綾子 カトウ　アヤコ 加藤　直 カトウ　ナオ

386 4340  20:18 南村　由実子 ナムラ　ユミコ 南村　埜乃 ナムラ　ノノ

棄権 4009   大橋　孝文 オオハシ　タカフミ 大橋　遥 オオハシ　ハル

棄権 4030   八木　舞子 ヤギ　マイコ 八木　寅之介 ヤギ　トラノスケ

棄権 4037   山本　祐一 ヤマモト　ユウイチ 山本　陸人 ヤマモト　リクト

棄権 4038   熊谷　直樹 クマガイ　ナオキ 熊谷　遥乃 クマガイ　ハルノ

棄権 4042   武田　絵美 タケダ　エミ 武田　恵詩 タケダ　メグト

棄権 4051   林本　法也 ハヤシモト　ノリヤ 林本　涼佑 ハヤシモト　リョウスケ

棄権 4052   中村　公祐 ナカムラ　コウスケ 中村　詩香 ナカムラ　ウタカ

棄権 4070   近藤　陽介 コンドウ　ヨウスケ 近藤　結斗 コンドウ　ユイト

棄権 4071   近藤　弘美 コンドウ　ヒロミ 近藤　健晴 コンドウ　タケハル

棄権 4089   小沼　美和 オヌマ　ミワ 小沼　樹季 オヌマ　イツキ

棄権 4110   葛谷　昌哉 クズタニ　マサヤ 葛谷　美帆 クズタニ　ミホ

棄権 4113   飯田　剛史 イイダ　タケシ 飯田　彩陽 イイダ　アサヒ

棄権 4118   木庭　幸子 コバ　サチコ 木庭　裕仁 コバ　ユウジン

棄権 4130   上田　亜企子 ウエダ　アキコ 上田　羽流 ウエダ　ハル
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棄権 4133   石井　考幸 イシイ　タカユキ 石井　遼我 イシイ　リョウガ

棄権 4141   平岡　宏美 ヒラオカ　ヒロミ 平岡　孝章 ヒラオカ　タカアキ

棄権 4163   田中　実季 タナカ　ミキ 田中　直 タナカ　ナオ

棄権 4164   鮎沢　孝 アユサワ　タカシ 鮎沢　あかり アユサワ　アカリ

棄権 4165   蓮香　浩平 ハスカ　コウヘイ 蓮香　慶 ハスカ　ケイ

棄権 4167   藤原　大二 フジワラ　ダイジ 藤原　光佑 フジワラ　コウスケ

棄権 4173   桑原　由里香 クワバラ　ユリカ 桑原　柚芽 クワバラ　ユメ

棄権 4234   星野　伸 ホシノ　シン 星野　佑太 ホシノ　ユウタ

棄権 4239   飯塚　大助 イイヅカ　ダイスケ 飯塚　桜助 イイヅカ　オウスケ

棄権 4240   加賀見　亜輝子 カガミ　アキコ 加賀見　心晴 カガミ　コハル

棄権 4244   高木　善智 タカギ　ヨシトモ 高木　悠之介 タカギ　ユウノスケ

棄権 4270   平戸　麻衣 ヒラド　マイ 平戸　燈士 ヒラド　トモシ

棄権 4284   甲斐　順一 カイ　ジュンイチ 甲斐　悠仁 カイ　ユウト

棄権 4285   阿部　勉 アベ　ツトム 阿部　柚月 アベ　ユヅキ

棄権 4308   小田切　紅子 オダギリ　コウコ 小田切　虎助 オダギリ　コスケ

棄権 4321   櫻井　里絵 サクライ　リエ 櫻井　知樹 サクライ　トモキ

棄権 4327   桐野　彩 キリノ　アヤ 桐野　杏 キリノ　アン

棄権 4344   松丸　哲也 マツマル　テツヤ 松丸　峻也 マツマル　シュンヤ

棄権 4351   小澤　裕子 オザワ　ヒロコ 小澤　奈央 オザワ　ナオ

棄権 4356   今福　愛 イマフク　アイ 今福　和花 イマフク　ノドカ

棄権 4358   佐藤　恭輔 サトウ　キョウスケ 佐藤　光博 サトウ　ミツヒロ

棄権 4396   鈴木　貴希 スズキ　タカキ 鈴木　朋親 スズキ　トモチカ

棄権 4401   磯貝　瑞希 イソガイ　ミズキ 磯貝　陽花里 イソガイ　ヒカリ

棄権 4405   荒井　啓美 アライ　ヒロミ 荒井　舞姫 アライ　マキ


