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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属クラブ 都市名 記 録

1 5001 黒澤 俊一・亮輔 ｸﾛｻﾜ ｼｭﾝｲﾁ・ﾘｮｳｽｹ 八幡平フェニックス 鹿角市 0:17:39
2 5035 畠山 裕将・陽 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｽｹ・ﾊﾙ 青森県 0:17:56
3 5008 佐藤 秀明・綾祐 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ・ﾘｮｳｽｹ 大館市 0:19:28
4 5016 畠山 政彦・颯眞 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾋｺ・ｿｳﾏ 東館小学校 大館市 0:21:03
5 5015 菊池 一史・愛斗 ｷｸﾁ ｶｽﾞｼ・ﾏﾅﾄ 二ツ井小学校 能代市 0:21:06
6 5013 安保 優・優聖 ｱﾝﾎﾞ ﾏｻﾙ・ﾕｳｾｲ 桂城小学校 大館市 0:21:07
7 5031 佐藤 淳・菅生創太 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ･ｽｺﾞｳｿｳﾀ ＴＤＫ株式会社 秋田市 0:21:13
8 5020 中西 広樹・凜 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ・ﾘﾝ 秋田市 0:21:25
9 5005 大谷 時斗・藤田蒼生 ｵｵﾀﾆ ﾄｷﾄ･ﾌｼﾞﾀｿｵ 二ツ井小学校 能代市 0:21:49
10 5025 柏木 真・陽路 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｺﾄ・ﾋﾛ 男鹿市 0:21:54
11 5019 アーマット 可奈子・アリア ｱｰﾏｯﾄ ｶﾅｺ・ｱﾘｱ ファリット・オート 大館市 0:22:00
12 5011 金澤 匡浩・太馳 ｶﾅｻﾞﾜ ｸﾆﾋﾛ・ﾀｲﾁ 北秋田市 0:22:25
13 5029 佐々木 紫月・相馬優色 ｻｻｷ ｼﾂﾞｸ･ｿｳﾏﾕｲ 大館市 0:22:49
14 5028 小林 愛茉・紗羅 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ・ｻﾗ 大館市 0:22:49
15 5034 安井 径・美希 ﾔｽｲ ｹｲ・ﾐｷ 能代市 0:24:15
16 5022 若月 樹里・賢志 ﾜｶﾂｷ ｼﾞｭﾘ・ｹﾝｼ 秋田市 0:24:17
17 5012 金澤 由依子・輝 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｲｺ・ﾃﾙ 北秋田市 0:24:21
18 5032 上田 美穂子・龍 ｳｴﾀﾞ ﾐﾎｺ・ﾘｭｳ 大館市 0:25:19
19 5007 市川 唯人・佐原陽太 ｲﾁｶﾜ ﾕｲﾄ･ｻﾊﾗﾖｳﾀ 二ツ井小学校 能代市 0:25:41
20 5006 山谷 真・守偉 ﾔﾏﾔ ﾏｺﾄ・ｶﾑｲ 能代市 0:26:27
21 5018 伊藤 晃子・絢菜 ｲﾄｳ ｱｷｺ・ｱﾔﾅ 秋田市 0:26:37
22 5017 伊藤 熱樹・陽夏 ｲﾄｳ ｱﾂｷ・ｱｷﾅ 秋田市 0:27:16
23 5014 淡路 亜子・奏汰 ｱﾜｼﾞ ｱｺ・ｿｳﾀ 能代市 0:28:15
24 5010 伊藤 雅子・嵩晟 ｲﾄｳ ﾏｻｺ・ｼｭｳｾｲ チームいとけん 能代市 0:28:27
25 5024 安保 雄平・颯真 ｱﾝﾎﾞ ﾕｳﾍｲ・ｿｳﾏ 秋田市 0:28:32
26 5030 志伯 拓也・優実 ｼﾊｸ ﾀｸﾔ・ﾕﾐ 北秋田市 0:29:02
27 5009 鈴木 隆美・珂唯 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾐ・ｶｲ 二ツ井小学校 能代市 0:29:43
28 5033 三熊 奈保子・ヒナノ ﾐｸﾏ ﾅｵｺ・ﾋﾅﾉ 向能代小学校 能代市 0:30:01
29 5004 藤田 学・徠生 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ・ﾗｲ 能代市 0:31:00
30 5021 佐藤 貴也・周 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ・ｼｭｳ 秋田市 0:31:33
31 5027 斉藤 美咲・秀介 ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ・ｼｭｳｽｹ 能代市 0:33:49
32 5026 高谷 一喜・美羽 ﾀｶﾔ ｶｽﾞﾖｼ・ﾐｳ 大館市 0:36:59
33 5003 松岡 紀人・輝 ﾏﾂｵｶ ﾉﾘﾄ・ｷﾗﾗ 二ツ井ＢＢＣ 能代市 0:40:47
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