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1 7202 新井 裕之 新井 陽翔 ふじみ野市 0:05:18

2 7041 小井沼 康良 小井沼 陸王 栃木県 0:05:32

3 7192 塚原 博行 塚原 惟歩 塚原 泰志 川越市 0:05:34

4 7038 松岡 一奴 松岡 修斗 飯能市 0:05:54

5 7193 仁宮 一男 仁宮 宗ニ 川島町 0:06:03

6 7187 岸 則行 岸 凌市 群馬県 0:06:08

7 7077 加藤 真 加藤 拓馬 神奈川県 0:06:10

8 7039 高橋 照幸 髙橋 幸聖 ふじみ野市 0:06:13

9 7178 町田 和也 町田 剛琉 秩父市 0:06:19

10 7143 小宮 隆寛 小宮 璃音 東松山市 0:06:20

11 7189 高崎 芳洋 高崎 心輝 高崎 賢心 東京都 0:06:30

12 7175 藤江 保明 藤江 峻大 川越市 0:06:38

13 7004 髙橋 健 髙橋 夢生 秩父市 0:06:43

14 7065 岩崎 孝典 岩崎 莉空 さいたま市 0:06:52

15 7013 宮原 大輔 宮原 晴大 秩父市 0:06:53

16 7024 岡村 淳史 岡村 悠杜 秩父市 0:07:07

17 7109 関口 正義 関口 翔太 秩父市 0:07:11

18 7018 守屋 樹 守屋 陽葵 秩父市 0:07:14

19 7185 田中 紀久 田中 春琉 川越市 0:07:15

20 7144 山本 明 山本 陽太 鴻巣市 0:07:16

21 7131 杉田 裕美 杉田 里奈 秩父市 0:07:18

22 7115 横田 将 横田 亜子 東京都 0:07:20

23 7159 松崎 峰教 松崎 隼斗 群馬県 0:07:20

24 7161 根岸 孝臣 根岸 弘晄 寄居町 0:07:23

25 7197 波田 敦也 波田 爽来 鶴ヶ島市 0:07:28

26 7188 茂木 智晴 茂木 寛佑 群馬県 0:07:29

27 7020 松本 尚樹 松本 岳大 秩父市 0:07:30

28 7151 柴崎 巧 柴崎 龍希 熊谷市 0:07:31

29 7027 工藤 昌尚 工藤 優心 秩父市 0:07:33

30 7141 高村 僚次 高村 晃志 神奈川県 0:07:37

31 7200 角舘 祥司 角舘 祥一 東京都 0:07:39

32 7003 島田 佳史郎 島田 碧 秩父市 0:07:42

33 7170 堀口 政希 堀口 駿太 長瀞町 0:07:45

34 7034 飯島 保 飯島 基介 秩父市 0:07:48

35 7061 高田 尚久 高田 真優 皆野町 0:07:51

36 7148 齋藤 智弘 齋藤 亜美 秩父市 0:08:01

37 7103 久保山 聡 久保山 穂 さいたま市 0:08:13

38 7073 齊藤 暁人 齊藤 新二郎 深谷市 0:08:13

39 7076 田口 正徳 田口 夏稀 伊奈町 0:08:15

40 7062 浅海 裕一 浅海 楓 秩父市 0:08:16

41 7206 増田 満 増田 充麿 東京都 0:08:17

42 7021 田村 クリスティン 田村 大地 秩父市 0:08:19

43 7019 大久保 実紀 大久保 華帆 秩父市 0:08:19

44 7045 小暮 裕介 小暮 恵叶 深谷市 0:08:19

45 7037 齋藤 絵美 齋藤 大夢 秩父市 0:08:20

46 7125 中川 一成 中川 夢空 栃木県 0:08:21

47 7163 林 大亮 林 浩太郎 東京都 0:08:22

48 7017 堀越 克明 堀越 星那 秩父市 0:08:24

49 7166 武藤 功一 武藤 叶多 横瀬町 0:08:24

50 7083 小林 剛 小林 渉吾 小林 南斗 秩父市 0:08:26
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51 7096 櫻井 浩之 櫻井 花穏 皆野町 0:08:26

52 7028 工藤 尚子 工藤 千咲 秩父市 0:08:28

53 7088 大橋 賢 大橋 結 横瀬町 0:08:29

54 7145 松本 充 松本 茉莉 神川町 0:08:29

55 7099 松澤 愛 松澤 一輝 秩父市 0:08:29

56 7196 家内 慧 家内 怜 秩父市 0:08:30

57 7026 若林 宏和 若林 優芽 秩父市 0:08:31

58 7012 貝崎 絵里子 貝崎 真央 秩父市 0:08:35

59 7218 谷本 幸子 谷本 幸希 さいたま市 0:08:37

60 7149 佐藤 篤 佐藤 香梨 鴻巣市 0:08:37

61 7001 引間 智美 引間 優奈 毛呂山町 0:08:39

62 7036 堀口 将平 堀口 ひな乃 秩父市 0:08:42

63 7127 大沢 祐希 大沢 奈央 大沢 優奈 秩父市 0:08:42

64 7208 中島 賢一 中島 比路 皆野町 0:08:43

65 7124 坂本 将 坂本 晴 秩父市 0:08:44

66 7214 平 和洋 平 楓冬 平 空奈 皆野町 0:08:46

67 7007 坂本 英一 坂本 龍之介 坂本 虎次郎 秩父市 0:08:51

68 7191 平 裕介 平 惺雅 本庄市 0:08:53

69 7138 西川 恵子 西川 紗妃 秩父市 0:08:55

70 7110 吉村 亘平 吉村 友介 秩父市 0:08:56

71 7129 馬場 晋二郎 馬場 大輔 馬場 由希子 さいたま市 0:08:56

72 7177 山口 貴久 山口 真奈 皆野町 0:08:57

73 7199 南 淳 南 柚葉 秩父市 0:09:00

74 7086 鈴木 光義 鈴木 唯 上尾市 0:09:04

75 7209 八木橋 卓哉 八木橋 陸斗 群馬県 0:09:04

76 7030 小川 幸則 小川 杏菜 小川 光輝 秩父市 0:09:05

77 7016 関口 克典 関口 明杜 秩父市 0:09:09

78 7168 大塚 直美 大塚 萌々香 群馬県 0:09:10

79 7006 村田 忠人 村田 春美 村田 優 秩父市 0:09:11

80 7112 根岸 秀和 根岸 明日香 小鹿野町 0:09:12

81 7182 伊藤 亜美 伊藤 琉晟 深谷市 0:09:12

82 7104 椎原 聡 椎原 颯大 群馬県 0:09:14

83 7201 根岸 大介 根岸 まひる 根岸 環太 深谷市 0:09:15

84 7126 関根 敬弘 関根 琥太朗 秩父市 0:09:15

85 7130 今泉 景子 今泉 貫 熊谷市 0:09:15

86 7107 右近 祐子 右近 颯之輔 東京都 0:09:17

87 7035 冨樫 恵美 冨樫 宗介 秩父市 0:09:17

88 7087 二瓶 聡明 二瓶 壮輔 東松山市 0:09:18

89 7106 番場 広之 番場 健悟 秩父市 0:09:19

90 7213 渡邉 光章 渡邉 りこ 渡邉 くるみ 栃木県 0:09:21

91 7172 高柴 玲央 高柴 暖 さいたま市 0:09:24

92 7089 水口 冴香 水口 裕太 東京都 0:09:25

93 7009 木本 渉 木本 大貴 秩父市 0:09:30

94 7118 白井 俊司 白井 大翔 秩父市 0:09:30

95 7142 真下 憲作 真下 奈々海 群馬県 0:09:31

96 7008 彦久保 康恵 彦久保 新 秩父市 0:09:34

97 7033 大嶋 貴美子 大嶋 福栗 秩父市 0:09:34

98 7022 村中 知美 村中 こころ 村中 ひかり 秩父市 0:09:35

99 7123 浅見 純一 浅見 苺花 秩父市 0:09:36

100 7092 武藤 弘明 武藤 海翔 横瀬町 0:09:37
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101 7150 佐藤 由美子 佐藤 柚花 鴻巣市 0:09:40

102 7066 岩崎 亜矢 岩崎 百花 さいたま市 0:09:40

103 7215 島田 亮 島田 あかり 鶴ヶ島市 0:09:44

104 7128 坂口 健太郎 坂口 輝莉 坂口 郁奈 東京都 0:09:45

105 7154 菅野 真翔 菅野 里依紗 深谷市 0:09:50

106 7180 町田 好江 町田 愛奈 秩父市 0:09:51

107 7059 山本 敏行 山本 瑛太 上尾市 0:09:55

108 7023 髙野 佐知子 髙野 日向 小鹿野町 0:09:56

109 7179 町田 梢 町田 稀乃花 秩父市 0:09:56

110 7211 宮下 貴之 宮下 果歩 秩父市 0:09:58

111 7042 島 由美子 島 海斗 群馬県 0:10:02

112 7190 高崎 理恵 高崎 心花 東京都 0:10:05

113 7147 舘山 愛 舘山 澪 日高市 0:10:08

114 7122 浅見 恵理 浅見 莞大 秩父市 0:10:12

115 7068 西條 まさみ 西條 圭紀 入間市 0:10:14

116 7108 嘉瀬 リカ 嘉瀬 愛美 嘉瀬 博之 伊奈町 0:10:14

117 7114 大橋 貴世 大橋 一稀 東京都 0:10:21

118 7052 武藤 麻里 武藤 璃子 横瀬町 0:10:23

119 7183 時田 晴子 時田 柊 東京都 0:10:24

120 7055 請川 良範 請川 良朋 皆野町 0:10:25

121 7002 萩原 杉乃 萩原 乃々茄 群馬県 0:10:28

122 7053 関根 有香 関根 永真 秩父市 0:10:29

123 7047 星野 健太 星野 夢乃 東松山市 0:10:34

124 7140 菊川 健太郎 菊川 然 行田市 0:10:38

125 7095 江口 幸恵 江口 小有妃 東京都 0:10:45

126 7186 澤山 英男 澤山 佳生 秩父市 0:10:48

127 7085 鈴木 桂 鈴木 叶和 上尾市 0:10:50

128 7049 大川 理絵 大川 理菜 東京都 0:10:50

129 7025 福島 直美 福島 也愛 秩父市 0:10:52

130 7074 岩杉 直子 岩杉 隆之介 東京都 0:10:53

131 7220 加藤 康孝 加藤 琉寧莉 秩父市 0:10:53

132 7113 根岸 央佳 根岸 誠次朗 小鹿野町 0:10:54

133 7210 宮下 泰典 宮下 莉歩 横瀬町 0:10:56

134 7010 勅使河原 文子 勅使河原 朱莉 秩父市 0:11:00

135 7195 坂本 光司 坂本 佳音 坂本 莉音 秩父市 0:11:02

136 7121 嶋田 幸作 嶋田 陽和心 嶋田 陽仁 秩父市 0:11:05

137 7212 島村 一毅 島村 心絆 島村 空冴 群馬県 0:11:08

138 7111 吉村 佳世子 吉村 千晴 秩父市 0:11:08

139 7120 宮前 桃子 宮前 寧々 秩父市 0:11:09

140 7219 山田 達也 山田 悠 山田 和 坂戸市 0:11:10

141 7078 後藤 絵理 後藤 陽万理 上尾市 0:11:11

142 7079 井ケ田 芳 井ケ田 茉愛 上尾市 0:11:16

143 7070 山谷 ますみ 山谷 健登 秩父市 0:11:17

144 7071 岡部 朋子 山谷 雅音 秩父市 0:11:20

145 7093 Ｗｅｎｇ Ｊｏｎａｔｈａｎ 新井 蒼空 秩父市 0:11:22

146 7165 武井 聖良 武井 咲良 東京都 0:11:23

147 7157 唐澤 洋子 唐澤 希実 日高市 0:11:30

148 7155 松永 津春 松永 拓樹 東京都 0:11:33

149 7116 山浦 徹志 山浦 妃菜乃 秩父市 0:11:45

150 7101 村脇 裕基 村脇 眞子 春日部市 0:11:49
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151 7031 松村 愛 松村 真穂 松村 拓実 秩父市 0:11:52

152 7082 橋本 彰子 橋本 健吾 飯能市 0:12:02

153 7176 橋本 雅裕 大平 朱莉 狭山市 0:12:03

154 7094 新井 峰子 新井 望亜 秩父市 0:12:06

155 7032 高野 順子 高野 真紀 高野 光平 秩父市 0:12:10

156 7011 倉林 幸彦 倉林 すみれ 秩父市 0:12:11

157 7029 新井 豪 新井 翔 新井 拓 秩父市 0:12:12

158 7173 渡邊 亜由美 渡邊 暁彦 飯能市 0:12:15

159 7158 青木 俊 青木 望華 秩父市 0:12:21

160 7137 東間 功 東間 嶺陽 秩父市 0:12:22

161 7164 山形 始 山形 理乃 山形 有紀子 日高市 0:12:22

162 7081 森田 直行 森田 澪 横瀬町 0:12:23

163 7058 中村 梢 中村 悠杜 狭山市 0:12:26

164 7048 星野 阿佑美 星野 夢結 東松山市 0:12:38

165 7198 波田 智恵子 波田 唯愛 鶴ヶ島市 0:13:13

166 7043 佐藤 真久 佐藤 彩花 群馬県 0:13:18

167 7156 小指 美和子 小指 遥香 日高市 0:13:23

168 7005 澤井 千秋 澤井 咲奈 秩父市 0:13:29

169 7105 新井 ベロニカ 新井 絢子 新井 愛梨 秩父市 0:13:40

170 7057 長島 克幸 長島 千晏 皆野町 0:13:49

171 7132 田部田 暁子 田部田 絃世 秩父市 0:14:10

172 7117 中 佳江 中 蒼太 横瀬町 0:14:50

173 7133 齋藤 美江 齋藤 子龍 齋藤 夕華緒 秩父市 0:14:51

174 7067 大平 知子 大平 歩実 川越市 0:14:55

175 7119 岩杉 大輔 岩杉 綾香 東京都 0:14:58

176 7056 請川 めぐみ 請川 良昌 皆野町 0:15:43

177 7134 新井 未来 新井 大成 新井 歩都里 小鹿野町 0:15:43

178 7050 松田 稔弘 松田 るり 入間市 0:15:45

179 7184 時田 達也 時田 六花 東京都 0:15:47

180 7135 冨田 ひとみ 冨田 創志 冨田 真歩 秩父市 0:16:38

181 7139 日向 美保 日向 彩乃 小鹿野町 0:16:39

182 7080 桜井 知子 桜井 美和 皆野町 0:16:41

183 7203 森 芳紀 森 芳陽 熊谷市 0:16:46

184 7167 原口 竜成 原口 裕成 飯能市 0:18:51

185 7160 川﨑 祥司 川崎 珀乃音 川崎 里美 東京都 0:20:42

186 7136 東間 美恵 東間 晴陽 秩父市 0:23:57

187 7054 鈴木 綾子 鈴木 陽人 秩父市 0:24:13


