2km親子ﾏﾗｿﾝ 低学年の部
順位 ナンバーフリガナ
1 11018 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾑﾈﾏｻ･ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｼﾝ
2 11004 ｺﾎﾞﾘ ｼﾞｭﾝ･ｺﾎﾞﾘ ﾌｸ
3 11065 ｼｵｻﾞﾜ ｱﾂｼ･ｼｵｻﾞﾜ ﾀｸﾏ
4 11066 ｻｻｷ ﾔｽﾄ･ｻｻｷ ﾘｮｳｶﾞ
5 11010 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾕｷ･ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ
6 11059 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾕｷ
7 11014 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｲﾁ･ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ
8 11052 ｺｽｹﾞ ｶｵﾘ･ｺｽｹﾞ ｶﾘﾝ
9 11042 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ･ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｼﾝｼﾞ
10 11023 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾖｼ･ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾄ
11 11030 ﾂｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ･ﾂｼﾞｲ ﾕｳｷ
12 11062 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾏｻ
13 11048 ｸﾜｵｶ ﾖｳｺ･ｸﾜｵｶ ﾅﾂｷ
14 11027 ﾌﾙﾉ ﾏｻﾋﾛ･ﾌﾙﾉ ｼｭﾝｽｹ
15 11002 ｼｵﾃﾞﾗ ﾀｶｼ･ｼｵﾃﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ
16 11009 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ･ﾀｶﾊｼ ｿｳｽｹ
17 11016 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ･ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔﾈ
18 11020 ｸﾏｶﾞｴ ﾀｶﾋﾛ･ｸﾏｶﾞｴ ﾐﾂｷ
19 11043 ﾖｼｵｶ ｻﾄｼ･ﾖｼｵｶ ｱﾝﾘ
20 11021 ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾁｺ･ﾀｷｻﾞﾜ ｷｺ
21 11058 ｵｵｲ ﾁﾋﾛ
22 11028 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ･ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾓ
23 11068 ｻｴｷ ｱﾘｻ･ｻｴｷ ｾｲﾔ
24 11074 ｲﾜｻｷ ｴｲｼﾞ･ｲﾜｻｷ ﾊﾙｷ
25 11049 ｴｺﾞｼ ﾀﾞｲｷ･ｴｺﾞｼ ﾋﾛﾄ
26 11040 ｽｴﾏﾂ ﾚｲｺ･ｽｴﾏﾂ ﾕｽﾞｷ
27 11034 ｺﾏｲ ﾋﾛﾕｷ･ｺﾏｲ ｹｲｽｹ
28 11038 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾋｻ･ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ
29 11064 ｻｶﾀ ﾐﾂﾉﾘ･ｻｶﾀ ｱｵｲ
30 11013 ﾊｻﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ･ﾊｻﾞﾜ ﾎﾉ
31 11007 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｴ･ﾄﾞｲ ﾐｸ
32 11025 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ･ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ
33 11003 ｶﾜﾅ ｷﾖｼ･ｶﾜﾅ ｻﾎ
34 11001 ｼｵﾃﾞﾗ ﾉﾘｺ･ｼｵﾃﾞﾗ ﾅﾂ
35 11017 ｺﾏｲ ﾁﾋﾛ･ｺﾏｲ ﾐｻｷ
36 11015 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷ･ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ
37 11026 ﾔﾅｷﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ･ﾔﾅｷﾞ ﾅﾂｷ
38 11073 ｶﾜｲ ﾃﾂﾋﾛ･ｶﾜｲ ﾊﾙｷ
39 11011 ｷﾀﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ･ｷﾀﾑﾗ ｺｳｾｲ
40 11024 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ･ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ
41 11037 ﾀﾊﾞﾀ ﾐｷ･ﾀﾊﾞﾀ ｴｲﾄ
42 11041 ﾑｶｲﾀﾞ ｼﾎ･ﾑｶｲﾀﾞ ｻｵ
43 11069 ｻｴｷ ﾄﾓﾔ･ｻｴｷ ﾊﾙﾔ
44 11035 ﾓﾛﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ･ﾓﾛﾔﾏ ﾅﾅ
45 11033 ｻｶｼﾀ ﾕｷ･ｻｶｼﾀ ﾏﾅ
46 11031 ﾂｼﾞｲ ｱﾔｺ･ﾂｼﾞｲ ｱﾝﾘ
47 11044 ﾖｼｵｶ ｱｷﾖ･ﾖｼｵｶ ﾕｳﾅ
48 11036 ｲｼｲ ﾁｱｷ･ｲｼｲ ﾀﾂｷ
49 11070 ﾄｵﾔﾏ ﾌｻｴ･ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ
50 11060 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｱｷ
51 11006 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ･ｻｶﾓﾄ ｿﾗ
52 11054 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ･ｷﾀﾑﾗ ﾐﾅﾐ
53 11051 ｲｹﾀﾞ ﾐﾉﾙ･ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｷ
54 11046 ﾊﾀ ﾖｼｶｽﾞ･ﾊﾀ ｹﾝﾄ
55 11022 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ･ﾎﾝﾀﾞ ｿﾗ
56 11050 ｺｽｹﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ･ｺｽｹﾞ ﾕﾒ

氏名
柳沢 宗正･柳沢 勇真
小堀 淳･小堀 福
塩澤 篤･塩澤 拓馬
佐々木 康人･佐々木 亮河
小林 秀之･小林 優翔
中野 智諭己･中野 湊人
永井 雄一･永井 雄大
小菅 香織･小菅 花鈴
岡本 裕司･鏑木 慎司
中島 剛･中島 大翔
辻井 孝宏･辻井 祐稀
鈴木 啓督･鈴木 小陽
桑岡 陽子･桑岡 夏希
古野 真弘･古野 駿輔
塩寺 孝志･塩寺 航大
高橋 和洋･高橋 壮介
長谷川 充･長谷川 采音
熊谷 貴弘･熊谷 明樹
吉岡 悟史･吉岡 あんり
瀧澤 祥子･瀧澤 喜子
大井 千洋･大井 悠世
本田 聡司･本田 もも
佐伯 亜里沙･佐伯 星哉
岩崎 英司･岩崎 悠起
江越 大樹･江越 大翔
末松 礼子･末松 柚希
駒井 弘之･駒井 佳祐
田中 博久･田中 伶奈
坂田 充規･坂田 碧衣
羽澤 忍･羽澤 穂乃
芝田 幸恵･土居 未來
佐藤 真･佐藤 和真
川名 希和･川名 咲穂
塩寺 典子･塩寺 菜都
駒井 千尋･駒井 心咲
長谷川 美希･長谷川 千春
柳 晋一郎･柳 菜月
川合 哲寛･川合 陽稀
北村 和･北村 康晴
伊藤 友実･伊藤 颯飛
田畑 美樹･田畑 瑛斗
向田 志保･向田 彩央
佐伯 朋哉･佐伯 春哉
師山 俊輔･師山 菜花
坂下 由樹･坂下 愛奈
辻井 綾子･辻井 杏莉
吉岡 亜希代･吉岡 ゆうな
石井 千晶･石井 樹祈
遠山 房絵･遠山 龍正
永井 雅昭･永井 惺大
坂本 拓矢･坂本 空来
北村 遼･北村 美波
池田 稔･池田 裕輝
畑 義和･畑 健斗
本田 順子･本田 そら
小菅 圭一郎･小菅 優芽

地区
タイム ネットタイム
千葉県 0:09:24
0:09:24
千葉県 0:09:26
0:09:25
千葉県 0:10:12
0:10:08
千葉県 0:10:24
0:10:24
千葉県 0:10:37
0:10:36
千葉県 0:10:54
0:10:51
京都府 0:11:01
0:10:59
千葉県 0:11:01
0:11:00
千葉県 0:11:06
0:10:59
茨城県 0:11:06
0:11:04
千葉県 0:11:17
0:11:12
千葉県 0:11:26
0:11:24
千葉県 0:11:29
0:11:26
滋賀県 0:11:41
0:11:37
千葉県 0:11:42
0:11:40
千葉県 0:11:43
0:11:38
千葉県 0:11:44
0:11:39
千葉県 0:12:03
0:12:00
千葉県 0:12:15
0:12:11
千葉県 0:12:20
0:12:17
東京都 0:12:28
0:12:21
千葉県 0:12:33
0:12:31
千葉県 0:12:37
0:12:36
千葉県 0:12:44
0:12:44
千葉県 0:12:52
0:12:51
千葉県 0:12:59
0:12:57
千葉県 0:13:01
0:12:54
千葉県 0:13:06
0:13:03
千葉県 0:13:13
0:13:05
千葉県 0:13:17
0:13:15
千葉県 0:13:18
0:13:12
千葉県 0:13:23
0:13:18
千葉県 0:13:27
0:13:19
千葉県 0:13:47
0:13:44
千葉県 0:14:05
0:14:03
千葉県 0:14:06
0:14:00
東京都 0:14:19
0:14:14
千葉県 0:14:35
0:14:29
千葉県 0:14:39
0:14:32
千葉県 0:15:01
0:14:56
千葉県 0:15:02
0:14:59
千葉県 0:15:11
0:15:04
千葉県 0:15:25
0:15:24
茨城県 0:15:27
0:15:21
千葉県 0:15:41
0:15:33
千葉県 0:15:49
0:15:44
千葉県 0:15:51
0:15:46
千葉県 0:15:54
0:15:49
千葉県 0:16:01
0:15:59
京都府 0:16:07
0:16:04
千葉県 0:16:17
0:16:14
千葉県 0:16:39
0:16:29
千葉県 0:16:40
0:16:32
千葉県 0:16:52
0:16:46
千葉県 0:16:56
0:16:54
千葉県 0:16:57
0:16:55

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

11045
11071
11061
11005
11029
11075
11056
11072
11047
11076

ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾅｵｺ･ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾐｽﾞｷ
ﾆｲﾑﾗ ﾀｸﾔ･ﾆｲﾑﾗ ｺｳﾀ
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ
ｲｼｻﾞﾜ ﾅﾎ･ｲｼｻﾞﾜ ｼﾎﾘ
ｻﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ･ｻﾜﾀﾞ ｲﾁﾉ
ｱｵｷ ｱｷﾋﾛ･ｱｵｷ ｿﾅ
ﾌｼﾞｲ ﾉﾄﾞｶ･ﾌｼﾞｲ ｿｳｽｹ
ｺﾓﾘ ﾄｼｴ･ｺﾓﾘ ｻﾅ
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｺﾄ･ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ
ｲﾁｶﾜ ﾐﾅﾐ･ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾏ

鏑木
新村
鈴木
石澤
沢田
青木
藤井
小森
松澤
市川

尚子･鏑木 瑞稀
卓也･新村 剛大
智実･鈴木 さくら
奈保･石澤 しほり
英樹･沢田 一乃
昭博･青木 そな
和･藤井 奏輔
敏江･小森 彩夏
真･松澤 凛太朗
南･市川 涼馬

千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県

0:17:13
0:18:02
0:18:42
0:19:00
0:19:08
0:19:27
0:19:29
0:19:47
0:20:09
0:20:29

0:17:04
0:17:56
0:18:40
0:18:51
0:18:57
0:19:21
0:19:24
0:19:44
0:19:59
0:20:13

