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1 50055 渡邊 大介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 渡邊 健 福島県 0:07:44
2 50058 鈴木 淳 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 鈴木 譲 福島県 0:07:58
3 50167 蔵品 英之 ｸﾗｼﾅ ﾋﾃﾞﾕｷ 蔵品 泰輔 福島県 0:08:00
4 50093 松下 貴子 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶｺ 松下 ゆめの 福島県 0:08:05
5 50328 山野辺 朗 ﾔﾏﾉﾍﾞ ｱｷﾗ 山野辺 渉 福島県 0:08:22
6 50202 堀金 孝之 ﾎﾘｶﾈ ﾀｶﾕｷ 堀金 心結 福島県 0:08:30
7 50020 房州 輝也 ﾎﾞｳｼｭｳ ﾃﾙﾔ 房州 呂兜 福島県 0:08:47
8 50013 猪狩 光博 ｲｶﾞﾘ ﾐﾂﾋﾛ 猪狩 勇成 福島県 0:08:48
9 50159 青木 健一 ｱｵｷ ｹﾝｲﾁ 青木 拓真 福島県 0:08:52

10 50226 坂本 隆記 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 坂本 遥花 福島県 0:08:54
11 50257 渡辺 祐貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 渡辺 光典 福島県 0:09:00
12 50069 神田 真夕子 ｶﾝﾀﾞ ﾏﾕｺ 神田 竜星 福島県 0:09:07
13 50396 菊地 吉信 ｷｸﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 菊地 蒼太 福島県 0:09:08
14 50197 斉藤 貴則 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 斉藤 旬平 福島県 0:09:12
15 50263 瀬谷 知祥 ｾﾔ 瀬谷 育夢 福島県 0:09:16
16 50168 山田 裕子 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｺ 山田 和輝 福島県 0:09:17
17 50037 平田 篤史 ﾋﾗﾀ ｱﾂｼ 平田 捷悟 福島県 0:09:19
18 50075 上野 令余 ｳｴﾉ ﾚﾅ 上野 陽輝 埼玉県 0:09:22
19 50154 大宮 武幸 ｵｵﾐﾔ ﾀｹﾕｷ 大宮 彰仁 福島県 0:09:28
20 50350 鈴木 岳 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 鈴木 佑 福島県 0:09:29
21 50116 山口 哲靖 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘﾔｽ 山口 絢正 福島県 0:09:29
22 50289 小松 和宏 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 小松 志 福島県 0:09:31
23 50400 蛭田 昌訓 ﾋﾙﾀ ﾏｻﾉﾘ 蛭田 陽太 福島県 0:09:31
24 50343 福田 和高 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 福田 愛璃 福島県 0:09:32
25 50089 鈴木 結香 ｽｽﾞｷ ﾕｶ 鈴木 琥二郎 栃木県 0:09:33
26 50318 松口 義人 ﾏﾂｸﾞﾁ ﾖｼﾄ 松口 大芽 福島県 0:09:33
27 50397 百崎 悟史 ﾓﾓｻﾞｷ ｻﾄｼ 百崎 嘉人 福島県 0:09:34
28 50066 大平 貴志 ｵｵﾋﾗ ﾀｶｼ 大平 悠陽 福島県 0:09:35
29 50320 栃本 明日美 ﾄﾁﾓﾄ ｱｽﾐ 栃本 琉良 福島県 0:09:36
30 50160 丹 智子 ﾀﾝ ﾄﾓｺ 丹 明悠 福島県 0:09:36
31 50336 蛭田 郁 ﾋﾙﾀ ｶｵﾙ 蛭田 大寿 福島県 0:09:36
32 50088 相原 弥生 ｱｲﾊﾞﾗ ﾔﾖｲ 相原 尊 福島県 0:09:47
33 50369 井上 貴敏 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾄｼ 井上 晃良 福島県 0:09:48
34 50057 百澤 重人 ﾓﾓｻﾜ ｼｹﾞﾄ 百澤 環 福島県 0:09:49
35 50221 佐藤 東 ｻﾄｳ ｱｽﾞﾏ 佐藤 快 福島県 0:09:49
36 50348 佐々木 博美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ 佐々木 晟太郎 福島県 0:09:50
37 50357 目黒 信一 ﾒｸﾞﾛ ｼﾝｲﾁ 目黒 應春 福島県 0:09:53
38 50179 斎藤 亮 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 斎藤 悠汰 福島県 0:09:53
39 50074 田子 博貴 ﾀｺﾞ ﾋﾛﾀｶ 田子 結大 福島県 0:09:54
40 50288 根本 孝之 ﾈﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 根本 理紗 福島県 0:09:58
41 50080 鈴木 準 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 鈴木 一瑳 福島県 0:10:00
42 50338 吉田 信雄 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 吉田 吏玖 福島県 0:10:00
43 50176 松本 敏治 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ 松本 光未 福島県 0:10:02
44 50377 小林 幸大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾋﾛ 小林 大知 福島県 0:10:03
45 50326 福田 兼二 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 福田 翔琉 福島県 0:10:05
46 50224 渡邊 知美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ 渡邊 さくら 福島県 0:10:05
47 50173 深谷 祐子 ﾌｶﾔ ﾕｳｺ 深谷 大空 福島県 0:10:07
48 50185 小澤 和夫 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ 小澤 親太郎 福島県 0:10:08
49 50085 藁谷 聖子 ﾜﾗｶﾞｲ ｾｲｺ 藁谷 杏 福島県 0:10:09
50 50313 加藤 誠也 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 加藤 優青 福島県 0:10:13
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51 50259 吉田 裕昭 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 吉田 悠真 福島県 0:10:13
52 50122 永岡 恒太郎 ﾅｶﾞｵｶ ｺｳﾀﾛｳ 永岡 和臣 福島県 0:10:15
53 51001 石橋 篤 ｲｼﾊﾞｼ ｱﾂｼ 石橋 優皐 福島県 0:10:15
54 50281 箱崎 一寛 ﾊｺｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 箱崎 愛 福島県 0:10:22
55 50121 渡辺 俊和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｶｽﾞ 渡辺 暖大 福島県 0:10:22
56 50262 草野 大樹 ｸｻﾉ ﾀﾞｲｼﾞｭ 草野 海成 福島県 0:10:25
57 50212 大原 寿久 ｵｵﾊﾗ ﾄｼﾋｻ 大原 優陽 福島県 0:10:25
58 50170 鈴木 洋 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 鈴木 夢乃 福島県 0:10:28
59 50084 小山 淳志 ｺﾔﾏ ｱﾂｼ 小山 瑞貴 福島県 0:10:28
60 50157 門馬 正彦 ﾓﾝﾏ ﾏｻﾋｺ 門馬 健誠 福島県 0:10:30
61 50315 木村 明博 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 木村 奏太 福島県 0:10:35
62 50284 山田 茂幸 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ 山田 ひめな 福島県 0:10:36
63 50043 新家 大介 ｼﾝｶ ﾀﾞｲｽｹ 新家 颯 福島県 0:10:36
64 50110 安藤 守 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾓﾙ 安藤 心那 福島県 0:10:37
65 50240 柏木 孝之 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｼ 柏木 優真 福島県 0:10:38
66 50298 鈴木 忠光 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞﾐﾂ 鈴木 愛奈 福島県 0:10:38
67 50177 池田 悦子 ｲｹﾀﾞ ｴﾂｺ 池田 善愛 福島県 0:10:41
68 50030 吉田 康政 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾏｻ 吉田 歩夢 福島県 0:10:41
69 50180 河西 努 ｶﾜﾆｼ ﾂﾄﾑ 河西 遥人 福島県 0:10:42
70 50106 三瓶 裕之 ｻﾝﾍﾟｲ ﾋﾛﾕｷ 三瓶 結士 福島県 0:10:44
71 50372 新妻 篤史 ﾆｲﾂﾏ ｱﾂｼ 新妻 航史郎 福島県 0:10:44
72 50041 白岩 頼朝 ｼﾗｲﾜ ﾖﾘﾄﾓ 白岩 暖都 福島県 0:10:45
73 50276 宮川 淳 ﾐﾔｶﾜ ｷﾖｼ 宮川 蒼平 福島県 0:10:45
74 50095 大和田 貴也 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｶﾔ 大和田 紗也 福島県 0:10:45
75 50038 古川 美樹 ﾌﾙｶﾜ ﾐｷ 古川 貴琉 福島県 0:10:46
76 50195 作山 弘樹 ｻｸﾔﾏ ﾋﾛｷ 作山 海晴 福島県 0:10:46
77 50137 菅野 信人 ｶﾝﾉ ﾉﾌﾞﾄ 菅野 歩莉 福島県 0:10:47
78 50184 猪狩 裕也 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 猪狩 慶士 福島県 0:10:48
79 50096 新妻 和徳 ﾆｲﾂﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 新妻 魁莉 福島県 0:10:51
80 50163 白石 雅美 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾐ 白石 月乃 福島県 0:10:51
81 50065 馬上 豊 ﾓｳｴ ﾕﾀｶ 馬上 怜奈 福島県 0:10:52
82 50011 渡辺 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ 渡辺 真拓 福島県 0:10:52
83 50404 高木 美樹 ﾀｶｷ ﾐｷ 高木 琉翔 福島県 0:10:53
84 50113 地引 重雄 ｼﾞﾋﾞｷ ｼｹﾞｵ 地引 将望 福島県 0:10:53
85 50227 中西 和義 ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾖｼ 中西 ことり 福島県 0:10:53
86 50296 平塚 直之 ﾋﾗﾂｶ ﾅｵﾕｷ 平塚 春希 福島県 0:10:53
87 50015 深谷 久樹 ﾌｶﾔ ﾋｻｷ 深谷 久将 福島県 0:10:54
88 50148 小泉 希美枝 ｺｲｽﾞﾐ ｷﾐｴ 小泉 輝 福島県 0:10:54
89 50356 柴山 健一 ｼﾊﾞﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 柴山 結斗 福島県 0:10:55
90 50331 高木 厚志 ﾀｶｷ ｱﾂｼ 高木 那緒 福島県 0:10:55
91 50352 山崎 克久 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂﾋｻ 山崎 凛香 福島県 0:10:56
92 50285 藤内 亜満 ﾌｼﾞｳﾁ ｱﾐ 藤内 月葉 福島県 0:10:58
93 50018 新妻 和幸 ﾆｲﾂﾏ ｶｽﾞﾕｷ 新妻 弘基 福島県 0:10:58
94 50301 齋藤 陽介 ｻｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 齋藤 蒼空 福島県 0:10:58
95 50279 西山 裕子 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｺ 西山 菜月 福島県 0:10:58
96 50256 鈴木 華奈子 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 鈴木 泰耀 福島県 0:10:59
97 50169 鈴木 喬介 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｽｹ 鈴木 虎希皇 福島県 0:11:00
98 50233 河間 和子 ｶﾜﾏ ｶｽﾞｺ 河間 崇太 福島県 0:11:01
99 50126 中田 寛 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 中田 昊希 福島県 0:11:02

100 50111 長場 祐介 ﾅｶﾞﾊﾞ ﾕｳｽｹ 長場 航介 福島県 0:11:04
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101 50211 大和田 友子 ｵｵﾜﾀﾞ ﾄﾓｺ 大和田 汐音 福島県 0:11:04
102 50247 阿野田 透 ｱﾉﾀﾞ ﾄｵﾙ 阿野田 芽さき 福島県 0:11:04
103 50028 伊藤 絵美 ｲﾄｳ ｴﾐ 伊藤 優那 福島県 0:11:05
104 50035 江尻 孝光 ｴｼﾞﾘ ﾀｶﾐﾂ 江尻 宗市 福島県 0:11:05
105 50114 大越 香 ｵｵｺｼｰ ｶｵﾘ 大越 咲季 福島県 0:11:06
106 50029 藁谷 崇 ﾜﾗｶﾞｲ ﾀｶｼ 藁谷 葵 福島県 0:11:06
107 50097 鈴木 保崇 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾀｶ 鈴木 健太郎 福島県 0:11:08
108 50252 押部 将尚 ｵｼﾍﾞ ﾏｻﾅｵ 押部 星來 福島県 0:11:08
109 50103 白岩 丈 ｼﾗｲﾜ ﾀｹｼ 白岩 知樹 福島県 0:11:09
110 50117 八木橋 彰憲 ﾔｷﾞﾊｼ ｱｷﾉﾘ 八木橋 春花 福島県 0:11:10
111 50249 初瀬 亮一 ﾊﾂｾ ﾘｮｳｲﾁ 初瀬 瑛亮 福島県 0:11:11
112 50138 松本 師幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 松本 春馬 福島県 0:11:12
113 50375 今泉 俊昭 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾄｼｱｷ 今泉 咲来 福島県 0:11:12
114 50258 渡邊 真幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 渡邊 結斗 福島県 0:11:13
115 50107 安次嶺 真帆 ｱｼﾐﾈ ﾏﾎ 安次嶺 真依 福島県 0:11:14
116 50079 神谷 蘭 ｶﾐﾔ ﾗﾝ 神谷 誠 福島県 0:11:14
117 50136 鵜澤 康生 ｳｻﾞﾜ ﾔｽｵ 鵜澤 遼大 福島県 0:11:14
118 50123 吉田 綾子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｺ 吉田 壮 福島県 0:11:15
119 50312 高木 真紀子 ﾀｶｷ ﾏｷｺ 高木 大輔 福島県 0:11:15
120 50394 白石 祐弥 ｼﾛｲｼ ﾕｳﾔ 白石 航大 福島県 0:11:16
121 50203 加茂 慎士 ｶﾓ ｼﾝｼﾞ 加茂 櫂璃 茨城県 0:11:17
122 50306 菊地 貴志 ｷｸﾁ ﾀｶｼ 菊地 莉緒 福島県 0:11:17
123 50016 若井 健一 ﾜｶｲ ｹﾝｲﾁ 若井 望宙 福島県 0:11:17
124 50178 安藤 悦宏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 安藤 万葉 福島県 0:11:19
125 50161 江川 恵未 ｴｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 江川 笑生 福島県 0:11:19
126 50067 根本 美保 ﾈﾓﾄ ﾐﾎ 根本 愛莉 福島県 0:11:20
127 50149 菅野 正樹 ｶﾝﾉ ﾏｻｷ 菅野 萌衣 福島県 0:11:20
128 50042 神野 大輔 ｶﾝﾉ ﾀﾞｲｽｹ 神野 春馬 福島県 0:11:20
129 50216 福嶋 あずさ ﾌｸｼﾏ ｱｽﾞｻ 福嶋 実優 福島県 0:11:21
130 50132 鈴木 喬 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 鈴木 海翔 福島県 0:11:21
131 50407 須藤 雅彦 ｽﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 須藤 茉紘 福島県 0:11:21
132 50232 村松 功一 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｲﾁ 村松 叶望 福島県 0:11:23
133 50274 稲美 理恵 ｲﾅﾐ ﾘｴ 稲美 京一郎 福島県 0:11:24
134 50206 高野 加代子 ﾀｶﾉ ｶﾖｺ 高野 詩織 福島県 0:11:24
135 50219 土屋 陽一 ﾂﾁﾔ ﾖｳｲﾁ 土屋 柊真 福島県 0:11:24
136 50139 柴田 聡 ｼﾊﾞﾀ ｻﾄﾙ 柴田 夏海 福島県 0:11:24
137 50215 鈴木 康哲 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 鈴木 悠ノ介 福島県 0:11:25
138 50063 加澤 英恵 ｶｻﾞﾜ ﾊﾅｴ 加澤 賢治 埼玉県 0:11:26
139 50059 佐々木 忍 ｻｻｷ ｼﾉﾌﾞ 佐々木 輝 福島県 0:11:26
140 50325 持地 理恵 ﾓﾁﾁﾞ ﾘｴ 持地 心羽 福島県 0:11:27
141 50322 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 鈴木 真陽 福島県 0:11:27
142 50125 新田 隼 ﾆｯﾀ ﾊﾔﾄ 新田 隼也 福島県 0:11:28
143 50152 伊藤 秀敏 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 伊藤 暖真 福島県 0:11:30
144 50073 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 高橋 琉榎 福島県 0:11:30
145 50086 齋藤 宏 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 齋藤 陽斗 福島県 0:11:31
146 50359 石井 琴乃 ｲｼｲ ｺﾄﾉ 石井 憲成 福島県 0:11:32
147 50379 田中 賢太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 田中 将太郎 福島県 0:11:34
148 50083 猪狩 大介 ｲｶﾞﾘ ﾀﾞｲｽｹ 猪狩 遥大 福島県 0:11:34
149 50213 広田 穣 ﾋﾛﾀ ﾐﾉﾙ 広田 唯 福島県 0:11:35
150 50070 永山 美幸 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐﾕｷ 永山 陽悠 福島県 0:11:36
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151 50115 鈴木 若菜 ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ 鈴木 幹菜 福島県 0:11:38
152 50047 作山 慶次 ｻｸﾔﾏ ﾖｼﾂｸﾞ 作山 実優 福島県 0:11:38
153 50272 山浦 貫一 ﾔﾏｳﾗ ｶﾝｲﾁ 山浦 遥衣 福島県 0:11:38
154 50364 原 志保 ﾊﾗ ｼﾎ 原 心々美 福島県 0:11:40
155 50081 佐藤 由恵 ｻﾄｳ ﾖｼｴ 佐藤 悠太 福島県 0:11:40
156 50048 岡田 敦子 ｵｶﾀﾞ ｱﾂｺ 岡田 昇大 福島県 0:11:40
157 50217 出村 渉 ﾃﾞﾑﾗ ﾜﾀﾙ 出村 優奈 福島県 0:11:41
158 50266 高橋 茜 ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ 高橋 珀 福島県 0:11:41
159 50061 田口 淳一 ﾀｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 田口 稚菜 福島県 0:11:42
160 50302 小酒 花奈子 ｺｻｹ ｶﾅｺ 小酒 穂乃花 福島県 0:11:43
161 50196 佐藤 恵子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 佐藤 沙華 福島県 0:11:44
162 50374 辺見 直美 ﾍﾝﾐ ﾅｵﾐ 辺見 翔大 福島県 0:11:45
163 50014 生田目 宏好 ﾅﾏﾀﾒ ﾋﾛﾖｼ 生田目 真優 福島県 0:11:45
164 50147 中根 智美 ﾅｶﾈ ﾄﾓﾐ 中根 美幸 福島県 0:11:45
165 50324 小松 久美子 ｺﾏﾂ ｸﾐｺ 小松 桃花 福島県 0:11:46
166 50384 片平 裕美 ｶﾀﾋﾗ ﾋﾛﾐ 片平 桜道 福島県 0:11:48
167 50172 中町 栄一 ﾅｶﾏﾁ ｴｲｲﾁ 中町 海翔 福島県 0:11:49
168 50064 馬場 亮好 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾖｼ 馬場 翔生 神奈川県 0:11:49
169 50344 国分 敦子 ｺｸﾌﾞﾝ ｱﾂｺ 国分 奈菜 福島県 0:11:51
170 50129 佐藤 信 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 佐藤 栄実 福島県 0:11:51
171 50155 松本 昇 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 松本 啓吾 福島県 0:11:52
172 50207 松平 敏明 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾄｼｱｷ 松平 華果 福島県 0:11:53
173 50036 鈴木 康夫 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ 鈴木 楓菜 福島県 0:11:54
174 50265 金子 宗充 ｶﾈｺ ﾑﾈﾐﾂ 金子 宗悟 福島県 0:11:56
175 50143 菅野 貴史 ｶﾝﾉ ﾀｶｼ 菅野 楓 福島県 0:11:56
176 50370 吉田 裕 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 吉田 頼以 福島県 0:11:57
177 50166 伊藤 成江 ｲﾄｳ ﾏｻｴ 伊藤 陽翔 福島県 0:11:58
178 50341 阿部 裕美 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ 阿部 千咲 東京都 0:12:00
179 50334 小野 潤二 ｵﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 小野 左近 福島県 0:12:00
180 50022 二見 幸恵 ﾌﾀﾐ ﾕｷｴ 二見 泰弘 福島県 0:12:00
181 50270 市川 聡子 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｺ 市川 陽向 福島県 0:12:01
182 50062 高木 毅 ﾀｶｷﾞ ﾂﾖｼ 高木 朋花 福島県 0:12:01
183 50104 照井 聡也 ﾃﾙｲ ﾄｼﾔ 照井 大翔 福島県 0:12:01
184 50049 大和田 千賀子 ｵｵﾜﾀﾞ ﾁｶｺ 大和田 遼 福島県 0:12:01
185 50349 大内 夏美 ｵｵｳﾁ ﾅﾂﾐ 大内 翔太 福島県 0:12:04
186 50109 渡邉 好美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾐ 渡邉 嬉一 福島県 0:12:05
187 50220 水野 憲一 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝｲﾁ 水野 大空 福島県 0:12:05
188 50229 山崎 知恵子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁｴｺ 山崎 太郎 福島県 0:12:06
189 50383 遠藤 樹宏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾋﾛ 遠藤 愛斗 福島県 0:12:06
190 50246 井川 治 ｲｶﾜ ｵｻﾑ 井川 和哉 福島県 0:12:07
191 50102 冨岡 光昭 ﾄﾐｵｶ ﾐﾂｱｷ 冨岡 美海 福島県 0:12:09
192 50019 塩野 育美 ｼｵﾉ ｲｸﾐ 塩野 瑠花 福島県 0:12:09
193 50076 佐藤 宏昭 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 佐藤 颯飛 福島県 0:12:09
194 50330 菅野 さおり ｶﾝﾉ ｻｵﾘ 菅野 玲花 福島県 0:12:09
195 50307 髙津 勝彦 ﾀｶﾂ ｶﾂﾋｺ 髙津 結人 福島県 0:12:09
196 50145 國井 真弓 ｸﾆｲ ﾏﾕﾐ 國井 大地 福島県 0:12:11
197 50133 山崎 公 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳ 山崎 陽希 福島県 0:12:11
198 50052 齋藤 孝高 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 齋藤 凌 福島県 0:12:11
199 50191 本多 弘和 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 本多 ひより 福島県 0:12:12
200 50044 荒川 和紀 ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 荒川 怜勇 福島県 0:12:13
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201 50045 荒川 千英子 ｱﾗｶﾜ ﾁｴｺ 荒川 浬来 福島県 0:12:13
202 50235 佐藤 くみ子 ｻﾄｳ ｸﾐｺ 佐藤 ゆうか 福島県 0:12:14
203 50287 野口 聖子 ﾉｸﾞﾁ ｾｲｺ 野口 彩乃 福島県 0:12:14
204 50150 鈴木 貴代 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖ 鈴木 秀一朗 福島県 0:12:14
205 50238 新妻 喜憲 ﾆｲﾂﾏ ﾖｼﾉﾘ 新妻 恭弘 福島県 0:12:14
206 50135 吉田 浩美 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ 吉田 心優 福島県 0:12:15
207 50390 草野 千景 ｸｻﾉ ﾁｶｹﾞ 草野 佳南 福島県 0:12:16
208 50091 杉山 順子 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 杉山 あずさ 福島県 0:12:16
209 50072 佐藤 恵 ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 佐藤 彩夢 福島県 0:12:17
210 50218 後藤 悦子 ｺﾞﾄｳ ｴﾂｺ 後藤 ひなた 福島県 0:12:18
211 50391 矢口 美砂 ﾔｸﾞﾁ ﾐｻ 矢口 聖菜 福島県 0:12:20
212 50090 鈴木 伸和 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 鈴木 美空 福島県 0:12:21
213 50250 大澤 真治 ｵｵｻﾜ ｼﾝｼﾞ 大澤 怜奈 福島県 0:12:23
214 50151 柳沼 好勝 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾖｼｶﾂ 柳沼 苺 福島県 0:12:23
215 50054 阿部 大康 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔｽ 阿部 心春 福島県 0:12:24
216 50234 有賀 浩代 ｱﾘｶﾞ ﾋﾛﾖ 有賀 千紘 福島県 0:12:24
217 50409 篠山 絢子 ｼﾉﾔﾏ ｱﾔｺ 篠山 みずほ 福島県 0:12:24
218 50060 霜村 真康 ｼﾓﾑﾗ ｼﾝｺｳ 霜村 尚遼 福島県 0:12:25
219 50225 石井 光雄 ｲｼｲ ﾐﾂｵ 石井 美葵 福島県 0:12:25
220 50253 鈴木 由香里 ｽｽﾞｷ ﾕｶﾘ 鈴木 心乃芭 福島県 0:12:25
221 50082 小野田 絵理 ｵﾉﾀﾞ ｴﾘ 小野田 千星 福島県 0:12:27
222 50261 加藤 裕美 ｶﾄｳ ﾕﾐ 加藤 歩乃花 福島県 0:12:27
223 50112 木村 歩美 ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ 木村 咲希 福島県 0:12:29
224 50068 軍司 豊徳 ｸﾞﾝｼﾞ ﾄﾖﾉﾘ 軍司 宗一郎 福島県 0:12:29
225 50134 及川 円 ｵｲｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 及川 凌央 福島県 0:12:33
226 50297 鈴木 広美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 鈴木 叶琉 福島県 0:12:33
227 50340 鈴木 章喜 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖｼ 鈴木 天土 福島県 0:12:34
228 50291 東條 貴之 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀｶﾕｷ 東條 真成 福島県 0:12:34
229 50254 渡邉 豊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 渡邉 妃奈子 埼玉県 0:12:34
230 50053 田中 恵 ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 田中 創 福島県 0:12:35
231 50365 海老名 了 ｴﾋﾞﾅ ｱｷﾗ 海老名 伸咲 福島県 0:12:35
232 50385 坪井 達彦 ﾂﾎﾞｲ ﾀﾂﾋｺ 坪井 弓弦 福島県 0:12:35
233 50255 今泉 庸子 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾖｳｺ 今泉 幸斗 福島県 0:12:35
234 50405 関内 一史 ｾｷｳﾁ ﾋﾄｼ 関内 七海 福島県 0:12:36
235 50039 草野 孝 ｸｻﾉ ﾀｶｼ 草野 瑠希 福島県 0:12:37
236 50164 山名 剛 ﾔﾏﾅ ﾂﾖｼ 山名 潤 福島県 0:12:39
237 50210 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 鈴木 葵 福島県 0:12:39
238 50192 上遠野 幸博 ｶﾄｳﾉ ﾕｷﾋﾛ 上遠野 蒼空 福島県 0:12:39
239 50156 根本 文 ﾈﾓﾄ ﾌﾐ 根本 靖太郎 福島県 0:12:41
240 50040 川又 寛徳 ｶﾜﾏﾀ ﾋﾛﾉﾘ 川又 心陽 福島県 0:12:41
241 50205 佐藤 昭 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 佐藤 琉生 福島県 0:12:41
242 50389 白土 匡 ｼﾗﾄ ﾀﾀﾞｼ 白土 聖真 福島県 0:12:42
243 50332 青山 文彦 ｱｵﾔﾏ ﾌﾐﾋｺ 青山 菜々美 福島県 0:12:43
244 50144 梅津 健一 ｳﾒﾂ ｹﾝｲﾁ 梅津 晃平 福島県 0:12:43
245 50033 長谷 照人 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾃﾙﾋﾄ 長谷 美咲 福島県 0:12:44
246 50162 鈴木 能成 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾅﾘ 鈴木 健叶 茨城県 0:12:45
247 50275 高橋 浩弥 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾔ 高橋 咲 福島県 0:12:45
248 50198 鈴木 由夏 ｽｽﾞｷ ﾕｶ 鈴木 乃愛 福島県 0:12:46
249 50308 鈴木 敏美 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐ 鈴木 健太 福島県 0:12:47
250 50304 板倉 佳奈 ｲﾀｸﾗ ｶﾅ 板倉 圭佑 福島県 0:12:48
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251 50248 草野 喜功江 ｸｻﾉ ｷｸｴ 草野 凛香 福島県 0:12:48
252 50386 片寄 智行 ｶﾀﾖｾ ﾄﾓﾕｷ 片寄 茉絢 福島県 0:12:48
253 50366 川嶋 綾 ｶﾜｼﾏ ｱﾔ 川嶋 暖大 福島県 0:12:48
254 50183 吉田 恵梨 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 吉田 莉麻 福島県 0:12:49
255 50031 山﨑 千佳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁｶ 山﨑 音色 福島県 0:12:50
256 50194 木谷 秀一 ｷﾀﾆ ｼｭｳｲﾁ 木谷 碧更 福島県 0:12:51
257 50398 鷺 章公美 ｻｷﾞ ｷｸﾐ 鷺 智史 福島県 0:12:51
258 50286 佐藤 幸義 ｻﾄｳ ﾕｷﾖｼ 佐藤 杏 福島県 0:12:53
259 50187 江尻 盛一 ｴｼﾞﾘ ｾｲｲﾁ 江尻 遼太 福島県 0:12:54
260 50174 本田 文徳 ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾐﾉﾘ 本田 健人 福島県 0:12:54
261 50050 松本 尚之 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 松本 奈々 福島県 0:12:54
262 50051 吉田 衣里 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 吉田 春斗 福島県 0:12:55
263 50299 渡辺 智史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 渡辺 葵 福島県 0:12:56
264 50406 谷田部 潤子 ﾔﾀﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 谷田部 佳歩 福島県 0:12:58
265 50092 冨樫 利光 ﾄｶﾞｼ ﾄｼﾐﾂ 冨樫 星凪 福島県 0:12:58
266 50236 小山 佳子 ｺﾔﾏ ｹｲｺ 小山 琉衣 福島県 0:12:58
267 50347 四家 友美 ｼｶ ﾄﾓﾐ 四家 光晟 福島県 0:12:58
268 50271 櫻 友美 ｻｸﾗ ﾄﾓﾐ 櫻 結愛 福島県 0:12:59
269 50200 引地 正伸 ﾋｷﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ 引地 茉乃 福島県 0:12:59
270 50309 加藤 雄介 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 加藤 なつき 福島県 0:12:59
271 50267 吉田 拓也 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 吉田 咲斗 愛知県 0:13:01
272 50209 菅家 千恵 ｶﾝｹ ﾁｴ 菅家 彩 福島県 0:13:03
273 50305 野地 弘之利 ﾉﾁ ﾋﾛﾉﾘ 野地 瑛大 福島県 0:13:04
274 50292 名嘉 陽一郎 ﾅｶ ﾖｳｲﾁﾛｳ 名嘉 つばさ 福島県 0:13:05
275 50027 関根 亜里 ｾｷﾈ ｱｻﾄ 関根 大空 福島県 0:13:05
276 50201 石田 文晃 ｲｼﾀﾞ ﾌﾐｱｷ 石田 征士朗 福島県 0:13:06
277 50401 岡部 加奈 ｵｶﾍﾞ ｶﾅ 岡部 有央 福島県 0:13:06
278 50367 大和田 亮一 ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 大和田 さくら 福島県 0:13:06
279 50056 江尻 雅美 ｴｼﾞﾘ ﾏｻﾐ 江尻 颯昌 福島県 0:13:06
280 50371 菊地 直樹 ｷｸﾁ ﾅｵｷ 菊地 真央 福島県 0:13:06
281 50290 白土 綾 ｼﾗﾄﾞ ｱﾔ 白土 菜南 福島県 0:13:07
282 50087 川崎 麻央 ｶﾜｻｷ ﾏｵ 川崎 一花 福島県 0:13:08
283 50214 安部 由美子 ｱﾍﾞ ﾕﾐｺ 安部 勝明 福島県 0:13:12
284 50295 小沼 恵美 ｺﾇﾏ ｴﾐ 小沼 咲和 福島県 0:13:12
285 50300 鈴木 雄一郎 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 鈴木 心 福島県 0:13:12
286 50278 込堂 尚子 ｺﾐﾄﾞｳ ﾅｵｺ 込堂 咲花 福島県 0:13:14
287 50268 横山 真澄 ﾖｺﾔﾏ ﾏｽﾐ 横山 晴南 福島県 0:13:14
288 50175 谷平 聖佳 ﾀﾆﾋﾗ ｾｲｶ 谷平 凛音 福島県 0:13:16
289 50362 須藤 勝美 ｽﾄｳ ｶﾂﾐ 須藤 菜々美 福島県 0:13:16
290 50380 大野 恵 ｵｵﾉ ﾒｸﾞﾐ 大野 瑠斗 福島県 0:13:16
291 50293 村上 義範 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾘ 村上 凪砂 福島県 0:13:16
292 50387 小湊 剛 ｺﾐﾅﾄ ﾀｹｼ 小湊 琉誠 福島県 0:13:16
293 50071 大友 敬 ｵｵﾄﾓ ﾀｶｼ 大友 啓護 福島県 0:13:17
294 50231 木村 育子 ｷﾑﾗ ｲｸｺ 木村 心音 福島県 0:13:17
295 50204 瓜田 友希 ｳﾘﾀ ﾕｷ 瓜田 悠惺 福島県 0:13:18
296 50023 本田 智之 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 本田 実希 福島県 0:13:20
297 50105 根本 博樹 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｷ 根本 樹希 福島県 0:13:22
298 50335 熊野 若菜 ｸﾏﾉ ﾜｶﾅ 熊野 美菜子 東京都 0:13:23
299 50378 草野 麻美 ｸｻﾉ ｱｻﾐ 草野 萌衣 福島県 0:13:26
300 50294 比佐 圭一 ﾋｻ ｹｲｲﾁ 比佐 夢來 福島県 0:13:26
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301 50165 横山 賢太郎 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 横山 陽菜 福島県 0:13:27
302 50353 国友 美優 ｸﾆﾄﾓ ﾐﾕ 国友 想悟 福島県 0:13:28
303 50199 鈴木 久枝 ｽｽﾞｷ ﾋｻｴ 鈴木 才喜 福島県 0:13:29
304 50017 大谷 幸雄 ｵｵﾀﾆ ﾕｷｵ 大谷 優芽 福島県 0:13:32
305 50244 伊藤 真紀 ｲﾄｳ ﾏｷ 伊藤 百花 福島県 0:13:33
306 50363 須藤 朋美 ｽﾄｳ ﾄﾓﾐ 須藤 優空 福島県 0:13:34
307 50032 石井 優加 ｲｼｲ ﾕｶ 石井 花怜 福島県 0:13:36
308 50339 大和田 勝樹 ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻｷ 大和田 りさ 福島県 0:13:37
309 50351 高野 邦彦 ﾀｶﾉ ｸﾆﾋｺ 高野 瑛太 福島県 0:13:38
310 50021 北條 幸子 ﾎｳｼﾞｮｳ ｻﾁｺ 北條 葵 福島県 0:13:40
311 50077 作山 晃 ｻｸﾔﾏ ｱｷﾗ 作山 しおり 福島県 0:13:41
312 50186 小出 純子 ｺｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｺ 小出 帆夏 福島県 0:13:41
313 50101 小野 孝俊 ｵﾉ ﾀｶﾄｼ 小野 優夏 福島県 0:13:42
314 50120 阿部 徹 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ 阿部 心虹 福島県 0:13:44
315 50171 水野谷 純一 ﾐｽﾞﾉﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 水野谷 勇侃 福島県 0:13:44
316 50034 佐々木 恵理 ｻｻｷ ｴﾘ 佐々木 光優 福島県 0:13:44
317 50345 今野 康之 ｺﾝﾉ ﾔｽﾕｷ 今野 奏太朗 福島県 0:13:45
318 50280 新井 卓弥 ｱﾗｲ ﾀｸﾔ 新井 涼介 福島県 0:13:46
319 50382 木村 裕一 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 木村 倖之介 福島県 0:13:47
320 50140 影山 愛 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｲ 影山 海桜 福島県 0:13:51
321 50153 鈴木 基子 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｺ 鈴木 雄喜 福島県 0:13:56
322 50342 鈴木 真弓 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ 鈴木 もも 福島県 0:13:56
323 50303 大隅 真 ｵｵｽﾐ ﾏｺﾄ 大隅 綾花 福島県 0:13:58
324 50024 及川 淳子 ｵｲｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ 及川 静流 福島県 0:13:59
325 50273 石河 由香里 ｲｼｶﾜ ﾕｶﾘ 石河 桜英 福島県 0:14:00
326 50108 小野 育子 ｵﾉ ｲｸｺ 小野 希心 福島県 0:14:01
327 50241 坂本 千絵 ｻｶﾓﾄ ﾁｴ 坂本 光翼 福島県 0:14:01
328 50025 明智 夕佳 ｱｹﾁ ﾕｳｶ 明智 淳吾 福島県 0:14:02
329 50228 吉崎 雅美 ﾖｼｻﾞｷ ﾏｻﾐ 吉﨑 晴斗 福島県 0:14:03
330 50368 渡辺 修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ 渡辺 陽希 福島県 0:14:03
331 50124 佐藤 友宣 ｻﾄｳ ﾄﾓﾉﾌﾞ 佐藤 柊介 福島県 0:14:04
332 50354 鈴木 雅博 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 鈴木 葵音 福島県 0:14:05
333 50046 鹿野 秀和 ｼｶﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 鹿野 祐生 福島県 0:14:09
334 50223 金森 研也 ｶﾅﾓﾘ ｹﾝﾔ 金森 優 福島県 0:14:10
335 50230 佐藤 友美 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ 佐藤 紅緒 福島県 0:14:16
336 50346 木村 寿美枝 ｷﾑﾗ ｽﾐｴ 木村 遥 福島県 0:14:16
337 50395 庄司 綾子 ｼｮｳｼﾞ ｱﾔｺ 庄司 遥香 福島県 0:14:17
338 50316 田中 千裕 ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ 田中 小瑛 福島県 0:14:18
339 50283 中村 麻紀 ﾅｶﾑﾗ ﾏｷ 中村 心羽 茨城県 0:14:18
340 50310 田邉 悦子 ﾀﾅﾍﾞ ｴﾂｺ 田邉 風虎 福島県 0:14:18
341 50388 薄井 久仁子 ｳｽｲ ｸﾆｺ 薄井 百花 福島県 0:14:18
342 50130 齋藤 裕之 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 齋藤 直美 福島県 0:14:19
343 50237 酒井 絵夢 ｻｶｲ ｴﾑ 酒井 晴加 福島県 0:14:20
344 50119 岩井 麻美 ｲﾜｲ ｱｻﾐ 岩井 紫音 福島県 0:14:21
345 50408 澤井 克嘉 ｻﾜｲ ｶﾂﾖｼ 澤井 蒼空 宮城県 0:14:24
346 50239 松本 茉梨加 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾘｶ 松本 智輝 福島県 0:14:25
347 50242 齋藤 紫 ｻｲﾄｳ ﾕｶﾘ 齋藤 空來 福島県 0:14:30
348 50012 蛭田 則夫 ﾋﾙﾀ ﾉﾘｵ 蛭田 怜王 福島県 0:14:33
349 50355 根本 純 ﾈﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 根本 芽衣 福島県 0:14:35
350 50311 小出 麻美子 ｺｲﾃﾞ ﾏﾐｺ 小出 心菜 福島県 0:14:37
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351 50264 飯塚 亜美 ｲｲﾂﾞｶ ｱﾐ 飯塚 梨良 福島県 0:14:40
352 50208 長谷川 裕子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｺ 長谷川 瑠奈 福島県 0:14:41
353 50333 芳賀 貴宏 ﾊｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 芳賀 健心 福島県 0:14:46
354 50403 長谷 和喜 ﾊｾ ｶｽﾞｷ 長谷 大和 栃木県 0:14:49
355 50078 中山 麻理 ﾅｶﾔﾏ ﾏﾘ 中山 花鈴 福島県 0:14:50
356 50361 木之内 清子 ｷﾉｳﾁ ｷﾖｺ 木之内 瑛斗 福島県 0:15:02
357 50360 木之内 佳輔 ｷﾉｳﾁ ｹｲｽｹ 木之内 慶斗 福島県 0:15:02
358 50188 小泉 道人 ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾁﾋﾄ 小泉 謙太郎 福島県 0:15:03
359 50314 新妻 大作 ﾆｲﾂﾏ ﾀﾞｲｻｸ 新妻 優莉 福島県 0:15:06
360 50131 平木 奈々江 ﾋﾗｷ ﾅﾅｴ 平木 咲江 福島県 0:15:20
361 50337 鈴木 毅 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 鈴木 蓮人 福島県 0:15:22
362 50245 並木 宏幸 ﾅﾐｷ ﾋﾛﾕｷ 並木 元宏 千葉県 0:15:24
363 50128 堀川 利香 ﾎﾘｶﾜ ﾘｶ 堀川 知寛 福島県 0:15:25
364 50251 吉田 紀彦 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ 吉田 つむぎ 宮城県 0:15:28
365 50127 佐々木 明彦 ｻｻｷ ｱｷﾋｺ 佐々木 莉子 福島県 0:15:30
366 50373 新妻 まゆみ ﾆｲﾂﾏ ﾏﾕﾐ 新妻 こはる 福島県 0:16:12
367 50402 斉 勝伸 ｻｲ ﾏｻﾉﾌﾞ 斉 なつ海 福島県 0:16:42


