
わくわくコース

種目 順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 記録 氏名
わくわくコース 1 3027 0:42:24 田路 篤志 山本 麻由 坂下 智子
わくわくコース 2 3008 0:45:39 北風 泰吾 北風 慶人
わくわくコース 3 3033 0:46:54 丸毛 一将 丸毛 陽太/丸毛 萌愛 丸毛 眞妃
わくわくコース 4 3025 0:47:38 角野 史和/角野 大空
わくわくコース 5 3028 0:48:35 深見 和広/神澤　友野 福永 京子
わくわくコース 6 3001 0:50:55 神田 幸一/神田 ゆり子
わくわくコース 7 3021 0:51:09 座間 英輔/座間 凜央
わくわくコース 8 3010 0:53:01 中川 由美子/住江 京子
わくわくコース 9 3003 0:55:29 宮前 佐和子/寄川 千幸
わくわくコース 10 3024 0:56:39 山口 裕史/山口 玖思
わくわくコース 11 3040 0:56:44 神戸 崇之/早川 恵美 吉田 実央/藤江 剛 佐藤 さやか
わくわくコース 12 3041 0:56:48 有馬 賢/鶴岡 求 古賀 佳代/古賀 豪 山崎 努
わくわくコース 13 3037 0:57:55 入澤 大輔/井坂 和浩 中田  祐子/三宅  敏
わくわくコース 14 3011 1:00:04 増田 重廣/増田 安利
わくわくコース 15 3019 1:01:18 坂本 拓也/坂本 楽
わくわくコース 16 3016 1:01:22 仁頃 哲太郎/仁頃 颯太郎
わくわくコース 17 3012 1:02:00 大野尚子/大野 竜彦
わくわくコース 18 3013 1:03:08 石井 義晃/古田 恭子
わくわくコース 19 3006 1:03:49 平子 由美子/平子 正一
わくわくコース 20 3035 1:03:54 矢野 善久/矢野 ともこ 矢野 めぐみ/矢野 りさ子
わくわくコース 21 3042 1:05:10 久下 邦明/幸田 明洋 佐々木 香/傳 武弘 黒木 啓輔
わくわくコース 22 3026 1:05:38 松原 久美/徳原 典子 神月 めぐみ
わくわくコース 23 3030 1:05:56 梅実 恵里/馬場 友佳里 山本 真奈美
わくわくコース 24 3007 1:06:41 坂本 健輔/坂本 嗣歩
わくわくコース 25 3005 1:06:53 米田 弘樹/米田 舜邑
わくわくコース 26 3031 1:06:59 山室 典子/吉田 知代 林 直人
わくわくコース 27 3018 1:07:06 石原 真紀子/瀬野 鋼太郎
わくわくコース 28 3032 1:07:28 中山 幸治/中村 直子 金子 のぞみ
わくわくコース 29 3043 1:10:15 松井 馨一郎/松井 祥子 三好 弘展/勝間 礼子 久保 星子
わくわくコース 30 3034 1:10:57 山元清恵/山元隆史 山元陽葵/山元千夏
わくわくコース 31 3017 1:12:10 岡本 理絵/田中 洋子
わくわくコース 32 3036 1:13:55 青木 勇/青木 一子 青木 亮/坪田 知毅
わくわくコース 33 3023 1:15:16 髙木 應光/髙木 好子
わくわくコース 34 3020 1:21:28 大西 洋平/大西 理子
わくわくコース 35 3039 1:23:38 鈴木 誠也/加藤 裕子 山本 教尊/村西 具子 岡野 裕香
わくわくコース 36 3038 1:27:31 福井美奈子/福井大樹 福井麻椰/福井克樹
わくわくコース 37 3029 1:27:35 坂田 仁/坂田 良子 坂田 真歩
わくわくコース 38 3002 1:27:56 松本 幸男/松本 藍花
わくわくコース 39 3014 1:46:08 増田 祐一/増田 義幸
わくわくコース 40 3022 2:01:44 山端 隆司/坪内 ひとみ
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