
カテゴリー：【総合】

順位 No. チーム名 支店 タイム

1 14 チ－ム　風になりたい サンウェイ横浜   9:29

2 103 チームK 南浦和   9:30

3 62 なおゆう 千葉NT   9:34

4 31 Ａダッシュ親子 綱島   10:07

5 104 ノリコとナナミ 南浦和   10:12

6 48 はらはら 千城台   10:14

7 1008 高橋ペア 一般   10:33

8 1 マッハ５０５０ 向ヶ丘   10:48

9 91 Takikawa 東川口   10:58

10 102 はしる山山 南浦和   11:02

11 46 タイガー＆ドラゴン 千城台   11:04

12 1015 葛飾小学校 一般   11:06

13 72 チーム・ガベっちⅠ 千葉NT   11:08

14 108 チーム　ブライトリング 南浦和   11:10

15 42 ひであんず 千城台   11:12

16 70 なんばワン!go!go! 千葉NT   11:16

17 27 綱島上野ペア b 綱島   11:16

18 64 キムチーム 千葉NT   11:27

19 2 ダッシュＴ 向ヶ丘   11:31

20 3 チームラブリングＡ 向ヶ丘   11:39

21 81 M＆Y 竹の塚   11:39

22 49 マカロン 千城台   11:42

23 12 と-ちゃんチ－ム サンウェイ横浜   11:44

24 1006 鈴木ペア 一般   11:45

25 73 チーム田中 千葉NT   11:45

26 1002 中畑ペア 一般   11:48

27 1019 井上ペア 一般   11:55

28 15 ユウ＆キヨ サンウェイ横浜   12:03

29 6 ど根性♡山ちゃんず 向ヶ丘   12:07

30 7 ＴＨＥ おかだＳ りゅ＆げん 向ヶ丘   12:19

31 105 FF-givls 南浦和   12:25
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32 69 コウタグミ 千葉NT   12:31

33 1013 藤澤ペア 一般   12:38

34 22 綱島関ペア b 綱島   12:39

35 111 チームふるふる 南浦和   12:49

36 71 チーム・ガベっちⅡ 千葉NT   12:59

37 29 綱島富田ペア 綱島   13:12

38 13 か-ちゃんチ－ム サンウェイ横浜   13:17

39 76 がんばれチーム 千葉NT   13:22

40 101 ゼルネアス 南浦和   13:32

41 61 ゆりあす 千葉NT   13:34

42 68 セイマとアイ 千葉NT   13:39

43 4 チームラブリングＢ 向ヶ丘   13:41

44 23 綱島新井ペア 綱島   13:44

45 50 かたつむり 千城台   13:45

46 106 Team長野 南浦和   13:46

47 47 びゅーてぃふる愛-LOVE- 千城台   13:47

48 28 綱島中西ペア 綱島   13:49

49 109 妖怪A 南浦和   13:53

50 110 妖怪B 南浦和   13:56

51 11 航太朗チ－ム サンウェイ横浜   13:59

52 113 やなぎ1号・2号 南浦和   14:01

53 77 コズミ 千葉NT   14:08

54 21 綱島関ペア a 綱島   14:10

55 1022 チーム・ルーチェ 一般   14:11

56 19 チ－ムなお&ゆい サンウェイ横浜   14:13

57 18 チ－ム　白山 サンウェイ横浜   14:13

58 1010 江上ペア 一般   14:20

59 1020 ニンニンジャー 一般   14:23

60 1001 野口ペア 一般   14:24

61 43 きのっぴ 千城台   14:30

62 66 JUNJUN 千葉NT   14:30
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63 67 ☆えみゅう☆ 千葉NT   14:30

64 16 ユイ＆ナオ サンウェイ横浜   14:37

65 1021 チーム・しゅらコマ 一般   14:49

66 26 綱島上野ペア a 綱島   14:56

67 25 綱島森ペア b 綱島   14:58

68 107 チームまえぽん 南浦和   15:08

69 41 'チームK' 千城台   15:12

70 1007 小笠原ペア 一般   15:25

71 5 陸の上でポニョ 向ヶ丘   15:40

72 1009 山田ペア 一般   15:48

73 1031 坂尾ペア 一般   15:57

74 74 スーパーレッド 千葉NT   16:16

75 75 ♡りーちゃん＆ゆい♡ 千葉NT   16:18

76 24 綱島森ペア a 綱島   17:22

77 1004 ネコのスカーレット 一般   17:24

78 17 チャレンジャ－ｽﾞ サンウェイ横浜   17:33

79 112 やなぎ3号・4号 南浦和   18:15

80 1016 '山田ペア' 一般   18:17

81 30 綱島井上ペア 綱島   18:57

82 8 ＴＨＥ おかだＳ ち＆せい 向ヶ丘   19:07

83 63 チームプリンセス 千葉NT   19:09

84 45 チームhiiame b 千城台   21:16

85 44 チームhiiame a 千城台   21:17


