
1km 親子ラン

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  5029 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｴ･ﾏﾕ 渡辺　知絵･茉優 福島県 福島市 00:04'57"

    2  5038 ｵｵｴ ﾕｳｲﾁ･ｻﾅ 大江　友一･沙南 山形県 天童市 00:05'19"

    3  5013 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｷ･ｿｳｽｹ中條　秀基･湊介 山形県 南陽市 00:05'20"

    4  5016 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ･ｼｵﾘ 齋藤　広和･汐里 宮城県 仙台市 00:05'30"

    5  5030 ｸﾘﾀ ﾖｳｽｹ･ｶﾞｸ 栗田　洋輔･岳 山形県 鶴岡市 00:05'41"

    6  5036 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｴ･ﾘﾝ 中島　理恵･凜 山形県 山形市 00:05'46"

    7  5025 ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｺﾞ･ｱﾏﾈ 村山　佳悟･あまね 山形県 天童市 00:05'49"

    8  5005 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｲﾁ･ﾓﾓｶ 武田　康一･桃佳 山形県 天童市 00:06'06"

    9  5031 ｹﾞﾝﾏ ﾅｵﾄ･ｱｲﾅ 源間　直登･和奏 宮城県 仙台市 00:06'10"

   10  5021 ｶﾈｺ ﾀｶｵ･ﾅｵ 金子　隆生･奈生 山形県 山形市 00:06'12"

   11  5033 ｼﾀﾗ ﾕｳｼﾞ･ｲｯｼﾝ 設楽　侑治･一心 山形県 山形市 00:06'14"

   12  5027 ｻﾄｳ ﾋｻｼ･ﾋｶﾘ 佐藤　靖･輝 山形県 天童市 00:06'20"

   13  5017 ﾋﾗﾉ ﾂﾄﾑ･ﾘﾉ 平野　務･凜乃 宮城県 仙台市 00:06'20"

   14  5024 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ･ﾐｻ 高橋　惇･心彩 宮城県 仙台市 00:06'26"

   15  5039 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｼﾞ･ﾂﾊﾞｷ 高橋　竜史･椿 宮城県 大和町 00:06'42"

   16  5008 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｶﾈ･ｺｺﾈ 菅原　茜･古今音 山形県 山形市 00:06'43"

   17  5028 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ･ｻﾗ 原田　公治･幸來 山形県 東根市 00:06'47"

   18  5023 ｵﾉﾊﾗ ｷﾖｼ･ｼｭｳｽｹ 小野原　清志･柊介 宮城県 仙台市 00:06'48"

   19  5006 ｱｼﾞｷ ﾌﾐｱｷ･ﾋﾏﾘ 安喰　文昭･日鞠 山形県 天童市 00:06'48"

   20  5035 ｲｼﾔﾏ ﾀｹｼ･ｳﾀ 石山　丈司･詩紗 山形県 寒河江市 00:07'14"

   21  5003 ﾁﾀﾞ ﾏｷｺ･ｽｽﾞｷ ﾄﾓｱｷ千田 真貴子･鈴木 智瑛 山形県 山形市 00:07'18"

   22  5032 ﾎﾝﾀ ｼﾞｭﾝｺ･ﾊｸﾞﾐ 本多　潤子･はぐみ 宮城県 仙台市 00:07'21"

   23  5002 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ･ﾊﾙﾄ 木村　泰之･春仁 山形県 上山市 00:07'33"

   24  5007 ｵﾉｻﾞﾄ ｶｽﾞﾏｻ･ｽｽﾞｶ小野里　和雅･スズカ 埼玉県 志木市 00:07'36"

   25  5011 ｵｵｳﾁ ｺｳｽｹ･ﾖｳｽｹ 大内　皓介･耀介 山形県 山形市 00:07'43"

   26  5020 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾋﾛ･ﾐｵﾘ 五十嵐　貴宏･望織 山形県 山形市 00:07'51"

   27  5001 ｲｹ ｱｶﾈ･ﾊﾔﾄ 池　茜･勇飛 新潟県 新潟市 00:08'01"

   28  5026 ｳｴﾀﾞ ﾖｼｵ･ｴｲｼﾞ 上田　克生･英慈 宮城県 仙台市 00:08'11"

   29  5014 ﾅｶｼﾞｮｳ ｻﾂｷ･ﾘｻ 中條　さつき･里咲 山形県 南陽市 00:08'19"

   30  5034 ｻﾄｳ ｱｻﾄ･ｿﾗ 佐藤　麻人･空 山形県 天童市 00:08'32"

   31  5004 ｻﾝﾐﾔ ｹｲｼ･ﾏｺﾄ 三宮　圭司･誠 宮城県 仙台市 00:09'43"

   32  5009 ｲﾏｲ ﾀﾂﾔ･ｾﾂﾅ 今井　達弥･雪那 山形県 金山町 00:09'58"

   33  5015 ｻｲﾄｳ ｹｲｺ･ｱｻﾋ 齋藤　景子･朝日 山形県 酒田市 00:10'10"

   34  5040 ﾖｺﾔﾏ ﾕｶ･ﾄｳｼｭｳ 横山　由佳･斗柊 福島県 伊達市 00:10'20"

   35  5019 ｻｲﾄｳ ﾕﾘ･ﾘｸﾄ 斎藤　由梨･陸杜 山形県 東根市 00:12'28"

   36  5018 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾖｼ･ﾋｻﾄ 斎藤　登克･悠杜 山形県 東根市 00:12'29"

   37  5022 ﾂﾁﾔ ﾕｶ･ｶｴ 土屋　侑佳･花恵 山形県 天童市 00:12'42"

   38  5037 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ･ﾗｲｷ 今井　晴香･来輝 山形県 金山町 00:12'56"


