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順位 No. 氏 名 市区町村名 記 録

1 3064 村越 隆之 村越 友香 那須塩原市
ﾑﾗｺｼ ﾀｶﾕｷ ムラコシ ユカ

0:08:25

2 3056 牧口 仁 牧口 航大 埼玉県
ﾏｷｸﾞﾁ ﾋﾄｼ マキグチ コウタ

0:08:37

3 3028 梁木 俊介 梁木 佑真 真岡市
ﾔﾅｷ ｼｭﾝｽｹ ヤナキ ユウマ

0:08:39

4 3011 北條 利幸 北條 愛翔 那珂川町
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄｼﾕｷ ﾎｳｼﾞｮｳ  ｱｲﾄ

0:08:56

5 3053 笹沼 誠 笹沼 誠南 大田原市
ｻｻﾇﾏ ﾏｺﾄ ササヌマ セナ

0:08:58

6 3045 照内 修佑 照内 優日 那須烏山市
ﾃﾙｳﾁ ｼｭｳｽｹ テルウチ ユウヒ

0:09:10

7 3055 伊藤 祐一 伊藤 諒佑 那珂川町
ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ イトウ リョウ

0:09:16

8 3037 大森 浩 大森 奏汰 大田原市
ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｼ オオモリ カナタ

0:09:21

9 3039 沼尾 隆憲 沼尾 太陽 塩谷町
ﾇﾏｵ ﾀｶﾉﾘ ヌマオ タイヨウ

0:09:21

10 3043 鳥沢 隆文 鳥沢 愛莉 茨城県
ﾄﾘｻﾜ ﾀｶﾌﾐ トリサワ アイリ

0:09:23

11 3024 渡辺 純 渡辺 或真 那珂川町
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾙﾏ

0:09:52

12 3004 小杉 憲史 小杉 楓太 那珂川町
ｺｽｷﾞ ｹﾝｼﾞ ｺｽｷﾞ ﾌｳﾀ

0:10:02

13 3020 上杉 直樹 上杉 流星 那珂川町
ｳｴｽｷﾞ ﾅｵｷ ｳｴｽｷﾞ ﾘｭｳｾｲ

0:10:05

14 3038 塩澤 豊 塩澤 柊 那珂川町
ｼｵｻﾞﾜ ﾕﾀｶ シオザワ シュウ

0:10:12

15 3035 小和瀬 勲 小和瀬 薫 大田原市
ｺﾜｾ ｲｻｵ コワセ カオル

0:10:23

16 3002 笹沼 正嗣 笹沼 悠那 那珂川町
ｻｻﾇﾏ ﾏｻﾂｸﾞ ｻｻﾇﾏ ﾕｳﾅ

0:10:32

17 3067 中山 憲昭 中山 美和 那須烏山市
ﾅｶﾔﾏ ﾉﾘｱｷ ナカヤマ ミワ

0:10:41

18 3050 後藤 亮 後藤 和希 宇都宮市
ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳ ゴトウ カズキ

0:11:03

19 3058 星野 英樹 星野 美咲 大田原市
ﾎｼﾉ ﾋﾃﾞｷ ホシノ ミサキ

0:11:08

20 3047 平山 笑望子 平山 芽愛 宇都宮市
ﾋﾗﾔﾏ ｴﾐｺ ヒラヤマ メイナ

0:11:20

21 3022 奈良 大輔 奈良 晄太 那珂川町
ﾅﾗ ﾀﾞｲｽｹ ﾅﾗ ｺｳﾀ

0:11:26

22 3016 藤田 知克 藤田 裕成 那珂川町
ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｶﾂ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｾｲ

0:11:32

23 3036 薄井 俊彦 薄井 絢永 那珂川町
ｳｽｲ ﾄｼﾋｺ ウスイ ケント

0:11:46

24 3003 佐藤 武 佐藤 陽太 那珂川町
ｻﾄｳ ﾀｹｼ ｻﾄｳ ｻﾝﾀ

0:11:51

25 3018 鈴木 隼斗 鈴木 実莉 那珂川町
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ

0:11:53
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26 3032 宗形 瞳 宗形 陽 福島県
ﾑﾅｶﾀ ﾋﾄﾐ ムナカタ ヒカリ

0:11:55

27 3044 菊池 秀美 菊池 怜愛 那珂川町
ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾐ キクチ リノア

0:11:58

28 3042 吉田 智美 吉田 凪 那須烏山市
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ ヨシダ ナギ

0:12:07

29 3063 阿部 よし子 阿部 ハルヒ 福島県
ｱﾍﾞ ﾖｼｺ アベ ハルヒ

0:12:18

30 3051 田代 方俊 田代 晴喜 那珂川町
ﾀｼﾛ ﾏｻﾄｼ タシロ ハルキ

0:12:25

31 3017 吉村 孝行 吉村 桃華 那珂川町
ﾖｼﾑﾗ ﾀｶﾕｷ ﾖｼﾑﾗ ﾓﾓｶ

0:12:34

32 3019 和泉 嘉紀 和泉 寧々 那珂川町
ﾜｲｽﾞﾐ ﾖｼﾉﾘ ﾜｲｽﾞﾐ ﾈﾈ

0:12:35

33 3049 小野 慎一 小野 千波 下野市
ｵﾉ ｼﾝｲﾁ オノ チナミ

0:12:38

34 3008 平山 賀名江 平山 友愛 那珂川町
ﾋﾗﾔﾏ ｶﾅｴ ﾋﾗﾔﾏ ﾕｱ

0:12:41

35 3041 宇賀神 稔 宇賀神 日和 栃木市
ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾐﾉﾙ ウガジン ヒヨリ

0:12:42

36 3059 佐藤 康隆 佐藤 瑚夏 那珂川町
ｻﾄｳ ﾔｽﾀｶ サトウ コナツ

0:12:42

37 3060 清水 和行 清水 和行 那珂川町
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾕｷ シミズ イロハ

0:13:05

38 3001 鈴木 紀子 鈴木 聡吾 那珂川町
ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ ｽｽﾞｷ ｿｳｺﾞ

0:13:06

39 3066 菅俣 紀彦 菅俣 柚月 那須烏山市
ｽｶﾞﾏﾀ ﾉﾘﾋｺ スガマタ ユヅキ

0:13:16

40 3033 岡 広子 岡 心空 那珂川町
ｵｶ ﾋﾛｺ オカ ミソラ

0:13:22

41 3065 菅俣 夏子 菅俣 葉月 那須烏山市
ｽｶﾞﾏﾀ ﾅﾂｺ スガマタ ハヅキ

0:13:39

42 3029 梁木 弓絵 梁木 智矢 真岡市
ﾔﾅｷ ﾕﾐｴ ヤナキ トモヤ

0:13:41

43 3015 加藤 厚至 加藤 柊輔 那珂川町
ｶﾄｳ ｱﾂｼ ｶﾄｳ ｼｭｳｽｹ

0:13:53

44 3054 笹沼 友理 笹沼 喜理 大田原市
ｻｻﾇﾏ ﾕﾘ ササヌマ キリ

0:13:57

45 3013 松本 敦子 松本 絢夏 松本 龍樹 那珂川町
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｺ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｷ

0:13:59

46 3034 菊地 敬太 菊地 奏羽 那珂川町
ｷｸﾁ ｹｲﾀ キクチ ソウ

0:14:01

47 3030 神山 拓実 神山 ほまれ 那須烏山市
ｶﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ カミヤマ ホマレ

0:14:08

48 3025 髙野 哲也 髙野 那生斗 那珂川町
ﾀｶﾉ ﾃﾂﾔ ﾀｶﾉ ﾅｵﾄ

0:14:28

49 3031 手塚 将勝 平野 友彬 大田原市
ﾃﾂﾞｶ ﾏｻｶﾂ ヒラノ トモアキ

0:14:33

50 3006 橋本 満 橋本 栞華 那珂川町
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾙ ﾊｼﾓﾄ ｶﾅﾊ

0:14:39
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51 3062 大笹 成望 大笹 楓芽 那須烏山市
ｵｵｻｻ ﾅﾙﾐ オオササ フウガ

0:14:45

52 3012 谷田 智子 谷田 啓輔 那珂川町
ﾔﾀ ﾄﾓｺ ﾔﾀ ｹｲｽｹ

0:14:47

53 3007 平山 克成 平山 紗來 那珂川町
ﾋﾗﾔﾏ ｶﾂﾅﾘ ﾋﾗﾔﾏ ｻﾗ

0:14:49

54 3046 松澤 結美子 松澤 咲舞 茨城県
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾐｺ マツザワ エマ

0:15:08

55 3052 玉手 明 玉手 暖人 大田原市
ﾀﾏﾃ ｱｷﾗ タマテ ハルト

0:15:10

56 3026 上野 奈緒美 上野 陽生 那珂川町
ｳｴﾉ ﾅｵﾐ ｳｴﾉ ﾊﾙｷ

0:15:15

57 3021 船山 洸一 船山 大翔 那珂川町
ﾌﾅﾔﾏ ｺｳｲﾁ ﾌﾅﾔﾏ ﾋﾛﾄ

0:15:19

58 3009 橋本 全治 橋本 虎大 橋本 侑大 那珂川町
ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ

0:15:19

59 3027 袖山 梢 袖山 歩 那珂川町
ｿﾃﾞﾔﾏ ｺｽﾞｴ ｿﾃﾞﾔﾏ ｱﾕﾑ

0:15:50

60 3023 磯部 卓 磯部 舞音 那珂川町
ｲｿﾍﾞ ﾀｶｼ ｲｿﾍﾞ ﾏｵﾝ

0:16:10

61 3014 秋元 佳奈 秋元 稀羽 那珂川町
ｱｷﾓﾄ ｶﾅ ｱｷﾓﾄ ｷﾊﾈ

0:16:27

62 3005 髙沢 和也 髙沢 美優 那珂川町
ﾀｶｻﾜ ｶｽﾞﾔ ﾀｶｻﾜ ﾐｳ

0:16:30

63 3010 小髙 惠 小髙 綾介 那珂川町
ｵﾀﾞｶ ﾒｸﾞﾐ ｵﾀﾞｶ ﾘｮｳｽｹ

0:17:47
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