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チーム名 チームメンバー

1 327 0:00 19.77 km/h2:07:26みずいろクローバーＸ 28

小田切 俊人/神尾 祐治/大野 隆紀/早田 俊幸/江口 匡彦

2 328 1:29 19.54 km/h2:08:55みずいろクローバーZ 28

須永 義伸/木村 麟太郎/橋爪 慶太/江口 大聖/辻 亮輔

3 549 11:53 18.08 km/h2:19:19日本公庫ＲＣ 28

濱崎 将一/千田 昌幸/高橋 優貴/篠原 駿/中崎 裕志/坪井 俊哉/久須美 裕子

4 312 23:27 16.70 km/h2:30:53top　ranker 28

宮部 和行/笹本 章弘/永井 宏祐/小幡 学

5 565 24:48 16.55 km/h2:32:15ドリームＫ３ 28

秋山 隼人/寺崎 桂/太田 智弘/伴場 正憲/岡本 靖弘/嶋村 修/栗原 尊之/松本 めぐ

み

6 542 26:42 16.34 km/h2:34:08サッポロ＆カーギル 28

都甲 邦子/矢澤 健児/寺本 貴尚/木原 誠/鈴木 史明/羽原 一伸/川俣 鉄之介

7 360 34:21 15.57 km/h2:41:47走ろう会 28

佐久間 裕也/山本 太郎/大島 悠志/黒巣 弘路/神成 洪作/岡田 一樹/中山 智仁/泉 

貴博/鈴木 俊希/岡野 亮太

8 574 38:54 15.14 km/h2:46:20チームくまくま 28

伊藤　聡/金田　恭典/勝間　雄弘/塚田　昂司/横田　毅/長崎　匠/舟橋　祐哉/新井　

沙緒莉/盛　大倫

9 571 40:22 15.01 km/h2:47:48マサシ with C 28

田島 英夫/榊原 幹人/山室 正倫/今井 克己/柳田 正道/吉村 充弘/中村 綾乃/富樫 

英樹

10 582 41:51 14.88 km/h2:49:17熊谷総合病院 28

木村 夏雄/平山 信男/宮本 修悟/佐々木 茂樹/柳 和希/藤澤 結香/野崎 愛/鈴木 健

太/石川 竜也/河島 匠

11 522 44:02 14.69 km/h2:51:29前橋LIXIL製作所 28

田川 雄太郎/樋口 晴彦/沖 武志/潟山 愛美/赤柄　誠人

12 340 44:29 14.65 km/h2:51:55地道にjog 28

斎藤 健/中東 亨介/中島 慶一/前原 勝/中村 哲朗/木下 寛之

13 544 45:16 14.58 km/h2:52:43ゼリア新薬 28

三輪 昌弘/坂本 達郎/濱島 利彦/高橋 宏昌/十亀 真実/福田 三智子/松木 龍弥

14 321 46:17 14.50 km/h2:53:43ダイニック(株) 28

本間 皓二/橋本 浩一/秋山 幸徳/村山 元紀/岡橋 哲也

15 534 47:57 14.36 km/h2:55:24芝富士リターンズ 28

岩下 剛士/保木井 可奈子/及川 裕子/鹿内 一馬/山田 由美子/藤森 信之

16 344 48:19 14.33 km/h2:55:45チーム乳化 28

内田 祐貴/山形 耕/高野 哲史/対比地 宏/佐藤 裕和/栗山 弘章

17 566 49:43 14.22 km/h2:57:10ドリームＫ４ 28

萩原 伸彦/横尾 久美子/小林 誠/瀧澤 大三郎/深澤 育男/西世古 弘/渡辺 昌由/山

本 しのぶ

18 322 51:55 14.04 km/h2:59:21東邦工機　駅伝部A 28

木元 伸之/福田 恭平/田沼 誠/鈴木 剛/小暮 悟

19 356 52:10 14.02 km/h2:59:37TEAM　LIXIL 28

佐藤 岳夫/小塚 恭平/原田 友和/江田 和彦/須藤 隆行/綿谷 卓郎/東郷 吉己/山崎 

浩二

20 577 55:49 13.75 km/h3:03:16はなみずき天走会 28

天野 光司/天野 裕行/秋山 敏基/関口 潤/島田 淳司/髙橋 信義/髙橋 絵里/茂木 さ

より/茂木 之誓

21 587 57:24 13.63 km/h3:04:51ダントツ品質2017 28

荒川 和昭/関 繁雄/野島 伸哉/渡邉 修也/五島 雄一/田中 雄大/相楽 真吾/三上 ま

どか/西山 彰/小宮 賢

22 502 59:16 13.49 km/h3:06:42S.G.R.C+ 28

夢川 達也/鈴木 文男/向井 政幸/中野 由美子

23 559 60:14 13.42 km/h3:07:40サッポロビール 28

川﨑 理永/山口 由美/保坂 典子/富岡 弘光/斉藤 渉/柴村 明宏/安達 一郎/西浦 紳

太朗

24 592 60:23 13.41 km/h3:07:49ﾎｼｻﾞｷ北関東　群馬 28

茂木　秀樹/越　英一/東内　聖治/黒沢　広樹/児玉　拓也/勝山　啓太

25 520 60:44 13.39 km/h3:08:11橋本会アラフォ～ 28

松田 稔弘/田中 弘道/梅山 孝幸/桑原 寛/牧 純子/森泉 尚子

26 309 61:46 13.31 km/h3:09:13七里小おやじの会 A 28

佐々木 崇/横山 彰一/奥田 嘉樹/青木 慶光

27 310 61:50 13.31 km/h3:09:16七里小おやじの会 B 28

一場 宣俊/大沢 裕司/蓮見 優紀/山川 一美

28 591 63:57 13.16 km/h3:11:24ﾁｰﾑ上毛 28

高橋　徹/越谷　奈都美/大橋　周平/多田　素生/斎藤　大希/大森　未穂菜

29 551 65:04 13.08 km/h3:12:31わかば会ダイチャンズ 28

永塚 大輔/阿部 貴偉/浅尾 智/礒辺 健一/桑名 文也/宮下 和巳/桑原 和佳子

30 352 65:36 13.05 km/h3:13:02橋本会アラサ～ 28

山口 英亮/加藤 耕平/梶 隼輔/中谷 晃生/中尾 太輔/古林 吉弘/西澤 亜希夫

31 539 67:18 12.93 km/h3:14:44株式会社モテキ 28

茂木 克仁/大野 企現/高野辺 慶/三木 春陽/牧口 慎佑/箱田 康平/清水 麻美

32 593 68:46 12.84 km/h3:16:13ﾎｼｻﾞｷ北関東　埼玉･栃木 28

折原　剛/福島　雅彦/岩永　陽平/草野　咲子/吉川　直子/竹井　咲/金子　英一

33 576 70:44 12.71 km/h3:18:11中央化学たれびんマン 28

江藤 真二郎/高橋 亨/丸山 達也/熊谷 佑/中松 和紀/冨永 道子/竹内 紀子/秋山 奈

見/今野 なお美

34 564 70:46 12.71 km/h3:18:13中央化学トレーマン 28

遠藤 勇一/市川 貴之/須永 英明/石原 司/坪井 薫/岡本 恵美子/岡田 奈美/江黒 昌

美

35 538 71:58 12.63 km/h3:19:25ＲＫＭ 28

伊藤 崇志/大谷津 元気/長澤 真由美/菊池 祥吾/齋藤 哲幸/山本 陽一/石川 恭弥
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36 345 75:45 12.40 km/h3:23:11東邦工機　駅伝部B 28

野口 浩利/芳田 孝幸/粟原 裕之/齋藤 雅一/入江 誠/保泉 光雄

37 353 81:02 12.08 km/h3:28:29まさとがヤバ走 28

秋山 敬吾/大山 邦仁/中川 靖司/鈴木 啓之/深野 真/金久保 成希/小林 正人

38 540 95:41 11.29 km/h3:43:07キャステックA 28

柏木 利三雄/真中 純一/大森 紫生/山中 美幸/中村 剛人/阿部 祐介/渡辺 秀生

39 526 104:59 10.84 km/h3:52:26キャステックＢ 28

光成 拓也/川上 政貴/石川 祐紀/南 勇輔/吉澤 直矢/布施 史江


