
種目名 順位 ゼッケン番号 氏名 氏名カナ 子供氏名漢字 子供氏名カナ 所属名 都道府県 フィニッシュタイム
ファミリーの部 1 6003 斉藤　晃祐 ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 齊藤　玲汰 ｻｲﾄｳ ﾚｲﾀ 秋田県 0:14:01
ファミリーの部 2 6029 渡部　光秀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾋﾃﾞ 渡部　結衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 山形県 0:14:40
ファミリーの部 3 6033 加藤　貴博 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 加藤　煌永 ｶﾄｳ ｷﾗﾄ 山形航空電子（株） 山形県 0:14:48
ファミリーの部 4 6002 柴田　良明 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｱｷ 柴田　音哉 ｼﾊﾞﾀ ｵﾄﾔ 山形県 0:15:23
ファミリーの部 5 6007 細矢　貴行 ﾎｿﾔ ﾀｶﾕｷ 細矢　翔平 ﾎｿﾔ ｼｮｳﾍｲ チームしょうへい 山形県 0:15:25
ファミリーの部 6 6028 庄司　慎之介 ｼｮｳｼﾞ ｼﾝﾉｽｹ 庄司　琉生 ｼｮｳｼﾞ ﾙｲ 山形県 0:15:39
ファミリーの部 7 6018 伊藤　幸弘 ｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ 伊藤　煌響 ｲﾄｳ ｱｷﾅﾘ 宮城県 0:16:29
ファミリーの部 8 6012 笹原　裕太 ｻｻﾊﾗ ﾕｳﾀ 笹原　梨玖 ｻｻﾊﾗ ﾘｸ 山形県 0:16:30
ファミリーの部 9 6013 田中　伸一 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ 田中　蒼 ﾀﾅｶ ｿｳ 山形県 0:17:00
ファミリーの部 10 6027 斎藤　幸太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 斎藤　蓮 ｻｲﾄｳ ﾚﾝ 山形県 0:17:14
ファミリーの部 11 6025 國分　哲也 ｺｸﾌﾞﾝ ﾃﾂﾔ 國分　綾心 ｺｸﾌﾞﾝ ｹﾝｼﾝ 山形県 0:17:16
ファミリーの部 12 6020 菊地　量子 ｷｸﾁ ﾘｮｳｺ 菊地　哲矢 ｷｸﾁ ﾃﾂﾔ 宮城県 0:17:32
ファミリーの部 13 6006 高橋　茂和 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｶｽﾞ 高橋　咲妃 ﾀｶﾊｼ ｻｷ 山形県 0:17:32
ファミリーの部 14 6021 荒木　浩 ｱﾗｷ ﾋﾛｼ 荒木　優太郎 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 山形県 0:18:06
ファミリーの部 15 6005 菊地　麻希子 ｷｸﾁ ﾏｷｺ 菊地　虹翔 ｷｸﾁ ﾅﾅﾄ 山形県 0:18:11
ファミリーの部 16 6004 成田　和広 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 成田　みゆり ﾅﾘﾀ ﾐﾕﾘ 宮城県 0:18:11
ファミリーの部 17 6001 鈴木　真奈美 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 鈴木　伶音 ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ 上野山小学校 宮城県 0:18:14
ファミリーの部 18 6023 細谷　俊太 ﾎｿﾔ ｼｭﾝﾀ 細谷　依愛 ﾎｿﾔ ｲﾁｶ 山形県 0:19:08
ファミリーの部 19 6010 中鉢　育美 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｸﾐ 中鉢　咲菜 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｻﾅ 山形県 0:19:50
ファミリーの部 20 6015 松田　直子 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｺ 松田　伊千乃 ﾏﾂﾀﾞ ｲﾁﾉ 山形県 0:20:08
ファミリーの部 21 6026 小松　ゆい ｺﾏﾂ ﾕｲ 小松　あん ｺﾏﾂ ｱﾝ 藤島楽しく走り隊 山形県 0:20:24
ファミリーの部 22 6014 粕谷　真一郎 ｶｽﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 粕谷　優理 ｶｽﾔ ﾕｳﾘ 押切小学校 山形県 0:21:06
ファミリーの部 23 6017 柴田　由美 ｼﾊﾞﾀ ﾕﾐ 柴田　心美 ｼﾊﾞﾀ ｺｺﾐ 山形県 0:21:12
ファミリーの部 24 6034 梅津　多美子 ｳﾒﾂ ﾀﾐｺ 梅津　仁虎 ｳﾒﾂ ﾆｺ 山形県 0:21:27
ファミリーの部 25 6008 菅原　政仁 ｽｶﾞﾊﾗ ﾏｻﾄ 菅原　珀斗 ｽｶﾞﾊﾗ ﾊｸﾄ 山形県 0:21:37
ファミリーの部 26 6035 梅津　直広 ｳﾒﾂ ﾅｵﾋﾛ 梅津　あいる ｳﾒﾂ ｱｲﾙ 山形県 0:21:52
ファミリーの部 27 6011 笹原　真梨子 ｻｻﾊﾗ ﾏﾘｺ 笹原　爽玖 ｻｻﾊﾗ ｻｸ 山形県 0:23:00
ファミリーの部 28 6009 加藤　祐美 ｶﾄｳ ﾕﾐ 加藤　優生 ｶﾄｳ ﾕｳ 山形県 0:23:53
ファミリーの部 29 6032 沓澤　真由美 ｸﾂｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 沓澤　朝陽 ｸﾂｻﾞﾜ ｱｻﾋ 山形県 0:27:18
ファミリーの部 30 6022 荒木　絹代 ｱﾗｷ ｷﾇﾖ 荒木　あめり ｱﾗｷ ｱﾒﾘ 山形県 0:27:50
ファミリーの部 31 6030 長澤　明美 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｹﾐ 長澤　美羽 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｳ 山形県 0:38:01
ファミリーの部 32 6031 長澤　宏明 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛｱｷ 長澤　奏志 ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳｼ 山形県 0:40:06
ファミリーの部 33 6019 伊藤　美和 ｲﾄｳ ﾐﾜ 伊藤　佐和 ｲﾄｳ ｻﾜ １１０３８ 山形県 0:44:03


