
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 市町村 所属 タイム

1 331 鷹谷　博一 ﾀｶﾔ ﾋﾛｶｽﾞ 名護市 ボヨヨ～ン  0:11:56

2 301 長田　健一 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 名護市 長田ファミリー  0:12:31

3 338 山城　佳孝 ﾔﾏｼﾛ ﾖｼﾀｶ 那覇市 山城ファミリー  0:14:27

4 337 山城　敬政 ﾔﾏｼﾛ ﾀｶﾏｻ 那覇市 山城ファミリー  0:14:27

5 314 長堂　羊祐 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ うるま市 長堂ファミリー  0:14:55

6 313 長堂　吉明 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ うるま市 長堂ファミリー  0:14:55

7 356 富樫　亜男 ﾄｶﾞｼ ｱﾀﾞﾝ 宮城県 富樫ファミリー  0:15:17

8 332 鷹谷　龍生 ﾀｶﾔ ﾘｭｳｾｲ 名護市 ボヨヨ～ン  0:15:44

9 352 國岡　あすか ｸﾆｵｶ ｱｽｶ 那覇市 沢岻小学校  0:15:52

10 308 石嶺　真鈴 ｲｼﾐﾈ ﾏﾘﾝ うるま市 チームけんぞう  0:15:54

11 310 松澤　歩花 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 名護市 松澤ファミリー  0:16:07

12 302 長田　飛龍 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾘｭｳ 名護市 長田ファミリー  0:16:21

13 328 才野　渓 ｻｲﾉ ｹｲ 名護市 ２１世紀の森ランクラブ  0:17:04

14 327 才野　文香 ｻｲﾉ ﾌﾐｶ 名護市 ２１世紀の森ランクラブ  0:17:04

15 355 富樫　麻弥 ﾄｶﾞｼ ﾏﾔ 宮城県 富樫ファミリー  0:17:07

16 317 与那嶺　将 ﾖﾅﾐﾈ ｼｮｳ 本部町 与那嶺 仲宗根ファミリー  0:19:39

17 318 仲宗根　昂子 ﾅｶｿﾈ ｺｳｺ 本部町 与那嶺 仲宗根ファミリー  0:19:39

18 306 小濱　悠斗 H160723 那覇市 小濱ファミリー  0:19:58

19 336 宮城　陽向 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾅﾀ 沖縄市 宮城ファミリーB  0:20:00

20 307 石嶺　和恵 ｲｼﾐﾈ ｶｽﾞｴ うるま市 チームけんぞう  0:20:19

21 351 国岡　幸治 ｸﾆｵｶ ｺｳｼﾞ 那覇市 沢岻小学校  0:20:35

22 309 松澤　一美 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐ 名護市 松澤ファミリー  0:20:39

23 348 大島　楓 ｵｵｼﾏ ｶｴﾃﾞ 東京都 大島ファミリーB  0:20:45

24 347 大島　千広 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 大島ファミリーB  0:20:45

25 345 大島　亜里紗 ｵｵｼﾏ ｱﾘｻ 東京都 大島ファミリーA  0:20:55

26 346 大島　美紗 ｵｵｼﾏ ﾐｻ 東京都 大島ファミリーA  0:21:38

27 344 島袋　翔輝 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼｮｳｷ 名護市 島袋 義彦ファミリー  0:21:52

28 343 島袋　義彦 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｼﾋｺ 名護市 島袋 義彦ファミリー  0:21:53

29 350 守山　るるか ﾓﾘﾔﾏ ﾙﾙｶ 那覇市 守山ファミリー  0:22:05

30 349 守山　茂 ﾓﾘﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 那覇市 守山ファミリー  0:22:06

31 322 島袋　魅羽 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾐｳ うるま市 島袋 務ファミリー  0:22:11

32 321 島袋　務 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾂﾄﾑ うるま市 島袋 務ファミリー  0:22:11

33 334 宮城　旭陽 ﾐﾔｷﾞ ｱｻﾋ 沖縄市 宮城ファミリーA  0:22:33

34 324 知念　はなつ ﾁﾈﾝ ﾊﾅﾂ 名護市 知念ファミリー  0:24:36

35 323 知念　明子 ﾁﾈﾝ ｱｷｺ 名護市 知念ファミリー  0:24:36

36 333 宮城　一史 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 沖縄市 宮城ファミリーA  0:29:00

37 335 宮城　悠希 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｷ 沖縄市 宮城ファミリーB  0:29:00

３ｋｍ親子の部


