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523 中村　雄一・中村　梨乃 0:05:461 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 札幌市
508 野坂　真二・野坂　怜央 0:05:512 ﾉｻｶ ｼﾝｼﾞ 石狩市
548 渡邊 敏嗣・渡邊　颯 0:05:553 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾂｸﾞ 札幌市
504 塚本　望・塚本　莉子 0:05:574 ﾂｶﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 恵庭市
505 濱田　光晴・濱田　陽大 0:06:285 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾂﾊﾙ 札幌市
506 三好　修・瀧田　藍斗 0:06:306 ﾐﾖｼ ｵｻﾑ 札幌市
501 作田　匠・作田　心咲 0:06:397 ｻｸﾀ ﾀｸﾐ・ｻｸﾀ ﾐｻｷ 札幌市
532 菅野 太・菅野　俊太 0:06:428 ｶﾝﾉ ﾌﾄｼ 恵庭市
530 水本 淳・水本　蒼佑 0:06:459 ﾐｽﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 札幌市
503 藤井　有希・藤井　健心 0:06:5610 ﾌｼﾞｲ ﾕｷ 千歳市
546 村山 晃洋・村山　紗希奈 0:07:3111 ﾑﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 千歳市
547 田岡 剛・田岡　琥太郎 0:07:3212 ﾀｵｶ ﾂﾖｼ 札幌市
533 鹿野 英里子・鹿野　琉 0:08:1013 ｼｶﾉ ｴﾘｺ 札幌市
522 赤泊　和幸・赤泊　武典 0:08:1314 ｱｶﾄﾞﾏﾘ ｶｽﾞﾕｷ 恵庭市
528 美濃 孝至・美濃　隼士 0:08:1415 ﾐﾉ ﾀｶﾕｷ 恵庭市
510 丸田　かすみ・丸田　純平 0:08:1416 ﾏﾙﾀ ｶｽﾐ 恵庭市
529 長澤 健太郎・長澤　桜介 0:08:1517 ﾅｶﾞｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 恵庭市
511 津田　博隆・津田　福太 0:08:1618 ﾂﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 恵庭市
509 山﨑　瑞穂・山﨑　新太 0:08:2019 ﾔﾏｻｷ ﾐｽﾞﾎ 恵庭市
543 小泉 徳厚・小泉　慶輔 0:08:3220 ｺｲｽﾞﾐ ﾉﾘｱﾂ 千歳市
519 松山　高諭・松山　銀志 0:08:3521 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶﾂｸﾞ 恵庭市
507 福井　慶太・福井　佑芽 0:08:3822 ﾌｸｲ ｹｲﾀ 千歳市
513 高橋　英樹・高橋　幸太 0:08:4923 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 北広島市
527 猪子 敬之介・猪子　トミ 0:08:5824 ｲﾉｺ ｹｲﾉｽｹ 札幌市
517 鳴海　まゆみ・鳴海　愛菜 0:09:1825 ﾅﾙﾐ ﾏﾕﾐ 恵庭市
518 西村　謙一・西村　海里 0:09:3226 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 恵庭市
534 根岸 孝吉・根岸　愛子 0:09:3627 ﾈｷﾞｼ ﾀｶﾖｼ 千歳市
514 中島　謙介・中島　佑咲 0:09:3728 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｽｹ・ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｻ 恵庭市
535 宮崎 久美・宮崎　蓮 0:09:5029 ﾐﾔｻﾞｷ ｸﾐ 札幌市
536 赤倉 愛・赤倉　穂果 0:09:5430 ｱｶｸﾗ ｱｲ 札幌市
526 木下 誠・木下　篤人 0:09:5631 ｷﾉｼﾀ ﾏｺﾄ 恵庭市
542 板垣 志保・板垣　龍之介 0:09:5732 ｲﾀｶﾞｷ ｼﾎ 札幌市
515 水根　亜沙花・水根　幹太 0:10:1533 ﾐｽﾞﾈ ｱｻｶ 恵庭市
520 大田　竜広・大田　奈桜 0:10:2034 ｵｵﾀ ﾀﾂﾋﾛ・ｵｵﾀ ﾅｵ 恵庭市
524 長谷　清一・長谷　つむぎ 0:10:2435 ﾊｾ ｷﾖｶｽﾞ・ﾊｾ ﾂﾑｷﾞ 札幌市
544 若林 淳・若林　陽歩 0:10:2636 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 札幌市
539 天野 誠・天野　良隆 0:10:3837 ｱﾏﾉ ﾏｺﾄ 恵庭市
516 田脇　誠・田脇　遥 0:10:4038 ﾀﾜｷ ﾏｺﾄ・ﾀﾜｷ ﾊﾙ 恵庭市
537 齋藤 茉莉・齋藤　なつ 0:10:5639 ｻｲﾄｳ ﾏﾘ 札幌市
541 大友 智弓・大友　星来 0:10:5740 ｵｵﾄﾓ ﾁﾕﾐ 苫小牧市
525 高石　智也・高石　淳翔 0:11:2041 ﾀｶｲｼ ﾄﾓﾔ 恵庭市
538 佐藤 美穂・佐藤　心羅 0:11:2242 ｻﾄｳ ﾐﾎ 札幌市
512 高橋　裕美・高橋　舞 0:11:3643 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ 北広島市
521 五十嵐　郁代・五十嵐　一太 0:12:0844 ｲｶﾞﾗｼ ｲｸﾖ 恵庭市
545 杉村 成美・杉村　奏太 0:14:0945 ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾙﾐ 恵庭市
531 高山 恵太・高山　愛梨 0:14:2146 ﾀｶﾔﾏ ｹｲﾀ 恵庭市
540 宮本 真智子・大内　里依紗 0:16:2747 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾁｺ 江別市
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