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1 5031 上條 充洋 上條 遥 東京都 0:05:35

2 5138 小井沼 康良 小井沼 陸王 栃木県 0:05:54

3 5026 手島 孝明 手島 力輝 桶川市 0:05:57

4 5040 木村 裕之 木村 隼太朗 新座市 0:05:59

5 5080 大野 法章 大野 朝陽 山梨県 0:06:13

6 5076 加藤 真 加藤 拓馬 神奈川県 0:06:16

7 5117 町田 和也 町田 剛琉 秩父市 0:06:25

8 5045 吉田 勉 吉田 大晴 川口市 0:06:27

9 5088 三岳 裕幸 三岳 新太 東京都 0:06:36

10 5023 高橋 照幸 髙橋 幸聖 ふじみ野市 0:06:41

11 5083 小宮 隆寛 小宮 璃音 東松山市 0:06:53

12 5094 奥木 宏延 奥木 遥也 群馬県 0:07:00

13 5075 山口 明子 山口 陽太 皆野町 0:07:06

14 5135 渡邉 光章 渡邉 りこ 栃木県 0:07:07

15 5089 加藤 謙一 加藤 克樹 東京都 0:07:11

16 5002 関口 正義 関口 翔太 秩父市 0:07:15

17 5065 若林 正倫 若林 凜 秩父市 0:07:16

18 5105 藤江 保明 藤江 峻大 川越市 0:07:18

19 5050 阿部 晃也 阿部 千紘 入間市 0:07:20

20 5039 紺野 浩嗣 紺野 武琉 東京都 0:07:26

21 5099 山本 明 山本 陽太 鴻巣市 0:07:29

22 5027 手島 尚子 手島 大樹 桶川市 0:07:32

23 5140 藤元 慶治 藤元 喜康 春日部市 0:07:32

24 5114 福島 春江 福島 蒼哉 群馬県 0:07:35

25 5111 田村 陵太 田村 夏穂 上尾市 0:07:38

26 5106 岡本 美里 岡本 菜々心 東京都 0:07:39

27 5120 樽本 浩二 樽本 芽依 さいたま市 0:07:41

28 5062 柏木 義人 柏木 煌斗 志木市 0:07:45

29 5090 柴崎 巧 柴崎 龍希 熊谷市 0:07:48

30 5053 栗原 直子 栗原 和洋 川口市 0:07:59

31 5084 稲山 拓司 稲山 花凛 深谷市 0:08:00

32 5047 長島 克幸 長島 一華 皆野町 0:08:09

33 5003 島田 佳史郎 島田 碧 秩父市 0:08:09

34 5077 櫻井 浩之 櫻井 大耀 皆野町 0:08:14

35 5091 石川 浩 石川 竜大 秩父市 0:08:15

36 5032 杉原 太 杉原 日奈花 杉原 壮太 鶴ヶ島市 0:08:21

37 5093 根岸 大介 根岸 まひる 深谷市 0:08:21

38 5061 久保山 聡 久保山 穂 さいたま市 0:08:22

39 5098 平 裕介 平 楓雅 本庄市 0:08:22

40 5058 早川 和幸 早川 隼翔 秩父市 0:08:24

41 5022 田口 香 田口 萠 秩父市 0:08:26

42 5010 若林 貞雄 若林 夏姫 横瀬町 0:08:27

43 5044 森田 彩花 森田 薫 東京都 0:08:33

44 5033 堀口 政希 堀口 駿太 長瀞町 0:08:34

45 5012 杉田 裕美 杉田 里奈 秩父市 0:08:42

46 5030 中里 好伸 中里 友哉 飯能市 0:08:42

47 5013 小川 幸則 小川 琴美 秩父市 0:08:45

48 5129 松本 拓也 松本 栞奈 鳩山町 0:08:48

49 5068 高田 美奈子 高田 颯 秩父市 0:08:49

50 5128 波田 敦也 波田 爽来 鶴ヶ島市 0:08:54
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51 5124 岡部 浩之 岡部 央次郎 秩父市 0:08:59

52 5021 坂本 晃司 坂本 智也 本庄市 0:09:03

53 5137 浅見 まさひで 浅見 ゆうみ 長瀞町 0:09:05

54 5116 茂木 恵子 茂木 寛佑 茂木 智晴 群馬県 0:09:08

55 5139 中島 賢一 中島 龍也 皆野町 0:09:13

56 5009 貝崎 絵里子 貝崎 真央 秩父市 0:09:22

57 5019 武藤 功一 武藤 叶多 横瀬町 0:09:26

58 5123 濱田 悠 濱田 匠 秩父市 0:09:30

59 5107 新井 友美 新井 美空 皆野町 0:09:34

60 5029 浅海 裕一 浅海 楓 秩父市 0:09:34

61 5071 冨樫 修一郎 冨樫 宗介 秩父市 0:09:40

62 5016 飯島 保 飯島 基介 秩父市 0:09:48

63 5064 西田 芳美 西田 舞彩 群馬県 0:09:50

64 5041 小林 剛 小林 渉吾 小林 南斗 秩父市 0:09:51

65 5014 松村 有希久 松村 和希 秩父市 0:09:51

66 5056 千葉 一茂 千葉 成馬 白岡市 0:09:53

67 5008 市川 幸司 市川 莉帆 秩父市 0:09:56

68 5074 大島 隆芳 大島 瑠夏 秩父市 0:09:56

69 5095 奥木 亜耶 奥木 健也 群馬県 0:09:57

70 5011 若林 志津香 若林 優芽 秩父市 0:09:58

71 5051 南 淳 南 柚葉 秩父市 0:09:59

72 5046 山浦 徹志 山浦 妃菜乃 秩父市 0:10:08

73 5085 松本 充 松本 茉莉 神川町 0:10:09

74 5081 加藤 美紀 加藤 晴信 加藤 幸聖 山梨県 0:10:15

75 5110 依田 薫賢 依田 哲平 群馬県 0:10:17

76 5063 柏木 奈穂子 柏木 絢斗 志木市 0:10:21

77 5073 磯田 朝子 磯田 花菜子 秩父市 0:10:23

78 5102 岡野 有希 岡野 瑠渚 所沢市 0:10:25

79 5055 木村 満 木村 仁菜 深谷市 0:10:27

80 5006 勅使河原 文子 勅使河原 未來 勅使河原 朱莉 秩父市 0:10:32

81 5034 石川 理江 石川 未歩 入間市 0:10:34

82 5005 新井 清美 新井 樹 新井 泰造 秩父市 0:10:35

83 5052 栗原 靖之 栗原 和奏 川口市 0:10:37

84 5118 町田 梢 町田 稀乃花 秩父市 0:10:38

85 5060 右近 祐子 右近 颯之輔 東京都 0:10:39

86 5127 関根 弘幸 関根 健真 秩父市 0:10:42

87 5082 澤畑 裕一 澤畑 陽真 さいたま市 0:10:46

88 5134 嘉瀬 リカ 嘉瀬 愛美 嘉瀬 博之 伊奈町 0:10:49

89 5001 山口 貴久 山口 遼人 山口 真奈 皆野町 0:10:56

90 5103 新井 隆洋 新井 柚希 秩父市 0:11:00

91 5059 井ケ田 芳 井ケ田 茉愛 上尾市 0:11:01

92 5086 柴崎 修 柴崎 響 柴崎 湊 東京都 0:11:16

93 5004 髙野 智之 髙野 日向 髙野 佐知子 小鹿野町 0:11:23

94 5035 江口 幸恵 江口 小有妃 東京都 0:11:27

95 5092 時田 晴子 時田 柊 東京都 0:11:36

96 5125 宮下 貴之 宮下 果歩 秩父市 0:11:37

97 5025 岩杉 直子 岩杉 隆之介 東京都 0:11:40

98 5115 二上 善光 二上 寛大 所沢市 0:11:47

99 5024 清水 康子 清水 登望 新座市 0:11:54

100 5072 坂口 郁奈 坂口 輝莉 東京都 0:12:00
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101 5130 松本 景子 松本 華奈 鳩山町 0:12:02

102 5100 立石 正則 立石 泰佑 さいたま市 0:12:05

103 5043 森本 敦史 森本 絢音 東京都 0:12:21

104 5121 神山 真人 神山 愛理 熊谷市 0:12:40

105 5070 後藤 絵理 後藤 陽万理 上尾市 0:12:46

106 5096 長谷川 健治 長谷川 唯花 東京都 0:12:48

107 5133 新井 正浩 新井 紅心 深谷市 0:12:52

108 5069 八木 愛 八木 穣 小鹿野町 0:12:53

109 5036 武藤 弘明 武藤 海翔 横瀬町 0:12:54

110 5066 宮前 桃子 宮前 寧々 秩父市 0:12:59

111 5126 宮下 友加 宮下 莉歩 秩父市 0:13:16

112 5037 武藤 麻里 武藤 璃子 秩父市 0:13:21

113 5131 水野 聡 水野 李珈 群馬県 0:13:23

114 5122 坂本 光司 坂本 佳音 坂本 莉音 秩父市 0:14:18

115 5038 大平 知子 大平 朱莉 川越市 0:14:23

116 5132 水野 美由紀 水野 弥麻斗 群馬県 0:14:26

117 5057 井坂 有紀子 井坂 美音 神奈川県 0:14:33

118 5049 新井 峰子 新井 望亜 秩父市 0:14:43

119 5079 佐藤 真久 佐藤 彩花 群馬県 0:14:49

120 5017 大野 徹 大野 杜稀 秩父市 0:15:22

121 5028 島田 和弘 島田 葵生 小鹿野町 0:15:49

122 5054 高田 尚久 高田 真優 高田 結 皆野町 0:15:58

123 5018 中村 梢 中村 悠杜 狭山市 0:16:40

124 5108 川崎 里美 川崎 珀乃音 川崎 祥司 東京都 0:19:21

125 5048 Ｗｅｎｇ Ｊｏｎａｔｈａｎ 新井 蒼空 秩父市 0:20:07

126 5087 町田 裕之 町田 淳樹 町田 知亜紀 狭山市 0:21:00

127 5104 新井 千晶 新井 一輝 秩父市 0:23:03

128 5007 斉藤 勇太 斉藤 翔 秩父市 0:23:19


