
順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ ﾈｯﾄﾀｲﾑ

1 4011 井浦 光太 / 井浦 崇 イウラ コウタ / イウラ タカシ 新潟県 五泉中学校 0:07:20 0:07:19

2 4002 森山 椎名 / 森山 泰志 モリヤマ シイナ / モリヤマ ヤスシ 新潟県 五泉南小学校 0:08:10 0:08:09

3 4027 秋葉 卓馬 / 秋葉 時之介 アキバ タクマ / アキバ トキノスケ 栃木県 秋葉興業 0:08:14 0:08:14

4 4018 瀧澤 有香里 / 瀧澤 舞桜 タキザワ ユカリ / タキザワ マオ 新潟県 0:08:34 0:08:33

5 4046 大柿 仁志 / 大柿 かんな オオガキ ヒトシ / オオガキ カンナ 新潟県 0:08:56 0:08:54

6 4033 嵐山 洋之助 / 嵐山 結芽 アラシヤマ ヨウノスケ / アラシヤマ ユメ 新潟県 0:09:02 0:09:01

7 4029 大滝 西一郎 / 大滝 優真 オオタキ セイイチロウ / オオタキ ユウマ 新潟県 0:09:08 0:09:08

8 4036 高木 孝 / 高木 雄都 タカギ タカシ / タカギ ユウト 新潟県 0:09:09 0:09:09

9 4024 多田 直人 / 多田 音咲 タダ ナオト / タダ オンサ 新潟県 幡ヶ谷再生大学 0:09:13 0:09:12

10 4007 伊藤 栞 / 伊藤 圭吾 イトウ シオリ / イトウ ケイゴ 新潟県 剣野小学校 0:09:20 0:09:18

11 4035 長谷川 慎哉 / 長谷川 大将 ハセガワ シンヤ / ハセガワ ダイスケ 新潟県 0:09:32 0:09:30

12 4006 中原 夢歌 / 齊田 菜月 ナカハラ ユメカ / サイタ ナツキ 新潟県 0:09:42 0:09:40

13 4037 徳長 和彦 / 徳長 快斗 トクナガ カズヒコ / トクナガ カイト 新潟県 柏崎消防 0:09:43 0:09:42

14 4005 金子 愛華 / 小日向 玲奈 カネコ アイカ / コヒナタ レナ 新潟県 新津第一小学校 0:09:53 0:09:52

15 4019 五十嵐 裕一 / 五十嵐 蓮 イガラシ ユウイチ / イガラシ レン 新潟県 0:10:04 0:10:02

16 4008 海津 花 / 遠間 心都 カイツ ハナ / トオマ コト 新潟県 0:10:28 0:10:25

17 4042 萬歳 淳一 / 伊藤 明実 バンザイ ジュンイチ / イトウ アケミ 新潟県 0:10:38 0:10:35

18 4039 中村 俊彦 / 中村 碧 ナカムラ トシヒコ / ナカムラ アオイ 新潟県 0:10:45 0:10:42

19 4003 佐藤 芽央 / 佐藤 紀子 サトウ メイナ / サトウ ノリコ 新潟県 新津第二小学校 0:10:47 0:10:43

20 4004 山田 み寿々 / 寺崎 楠々瀬 ヤマダ ミスズ / テラサキ ナナセ 新潟県 味方小学校 0:10:48 0:10:46

21 4040 松浦 洋子 / 松浦 結 マツウラ ヒロコ / マツウラ ユイ 新潟県 0:10:51 0:10:49

22 4049 長谷川 正道 / 長谷川 大知 ハセガワ マサミチ / ハセガワ タイチ 新潟県 0:11:02 0:10:59

23 4038 佐藤 たかひろ / 佐藤 はるま サトウ タカヒロ / サトウ ハルマ 新潟県 0:11:08 0:11:06

24 4001 桑野 蒼士 / 小日向 岳斗 クワノ ソウシ / コヒナタ ガクト 新潟県 大形小学校 0:11:23 0:11:22

25 4021 江原 卓也 / 江原 実優 エハラ タクヤ / エハラ ミユ 新潟県 矢嶋屋 0:11:24 0:11:20

26 4030 川崎 綾子 / 川崎 穏哉 カワサキ アヤコ / カワサキ トシヤ 新潟県 0:11:34 0:11:30

27 4020 長谷川 奈津子 / 長谷川 優斗 ハセガワ ナツコ / ハセガワ ユウト 新潟県 0:11:38 0:11:35

28 4023 角田 絢子 / 角田 朝実 カクタ アヤコ / カクタ アサミ 新潟県 0:11:55 0:11:52

29 4026 井上 真実子 / 井上 水登 イノウエ マミコ / イノウエ ミナト 新潟県 0:12:05 0:11:59

30 4034 阿部 梢子 / 阿部 咲朋 アベ ショウコ / アベ サホ 新潟県 0:12:22 0:12:18

31 4041 長谷川 香奈子 / 長谷川 旺亮 ハセガワ カナコ / ハセガワ オウスケ 新潟県 0:12:26 0:12:24

32 4032 小坂 忠 / 小坂 はる コサカ タダシ / コサカ ハル 新潟県 天ぷら処こさか 0:12:38 0:12:31

33 4028 兒玉 祥子 / 兒玉 陸哉 コダマ ショウコ / コダマ リクヤ 新潟県 0:12:52 0:12:50

34 4010 宮崎 遥生 / 宮崎 結生 ミヤザキ ハルナ / 新潟県 0:13:03 0:13:02

35 4044 佐藤 双絵 / 佐藤 美結 サトウ フタエ / サトウ ミユ 新潟県 0:13:04 0:12:56

36 4016 仲野 友里絵 / 三富 千賀子 ナカノ ユリエ / ミトミ チカコ 新潟県 鎌ヶ谷巧業　㈱ 0:13:23 0:13:14

37 4043 佐藤 ひとみ / 佐藤 ゆうな サトウ ヒトミ / サトウ ユウナ 新潟県 0:13:26 0:13:24

38 4048 高橋 佳子 / 高橋 駿 タカハシ ヨシコ / タカハシ シュン 福島県 0:13:27 0:13:24

39 4015 帆苅 沙織 / 田村 友 ホカリ サオリ / タムラ トモ 新潟県 0:13:54 0:13:46

40 4047 長谷川 綾子 / 長谷川 恭吾 ハセガワ アヤコ / ハセガワ キョウゴ 新潟県 0:14:07 0:14:04
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41 4050 伊藤 建一 / 伊藤 知子 イトウ ケンイチ / イトウ トモコ 新潟県 0:14:09 0:14:05

42 4053 幡本 隆 / 幡本 ハル ハタモト タカシ / ハタモト ハル 新潟県 0:14:30 0:14:25

43 4022 小山 千尋 / 小山 遥音 コヤマ チヒロ / コヤマ ハルト 新潟県 0:14:32 0:14:31

44 4045 権田 直子 / 権田 朋子 ゴンダ ナオコ / ゴンダ トモコ 新潟県 0:14:35 0:14:30

45 4025 田才 真邦 / 田才 陽向 タサイ マサクニ / タサイ ヒナタ 新潟県 0:15:34 0:15:28

46 4017 関山 菜美子 / 野島 直弘 セキヤマ ナミコ / ノジマ ナオヒロ 新潟県 鎌ヶ谷巧業　㈱ 0:15:36 0:15:27

47 4012 岩浪 茜 / 岩浪 春輝 イワナミ アカネ / イワナミ ハルキ 新潟県 ね＆ゆうちんず 0:15:46 0:15:42

48 4051 渡邉 洋美 / 渡邉 彩生 ワタナベ ヒロミ / ワタナベ サイリ 新潟県 0:16:01 0:15:57

49 4014 山本 純平 / 大泉 俊成 ヤマモト ジュンペイ / オオイズミ トシナリ 新潟県 0:19:27 0:19:21

50 4052 中島 忍 / 中島 真由美 ナカジマ シノブ / ナカジマ マユミ 新潟県 0:19:27 0:19:20

51 4013 大泉 瑞穂 / 山口 成美 オオイズミ ミズホ / ヤマグチ ナルミ 新潟県 0:19:28 0:19:22


