
【リザルト】

1周の距離 : 約 1.5km

タイム トップ差

3時間リレーマラソン　都道府県賞
スタート時刻 :12:30
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周回数順位 No. 【上】チーム名・【下】都道府県　　　/　　　チームメンバー

1 625 0:002:58:10札南駅伝部OB 36成瀬 拓也/生駒 佑人/福嶋 篤

北海道

2 617 -4 Lap2:55:21んだべぇラン 32向後 隼平/荒井 大樹/湯田 和樹/斎藤 大也

福島県 /阿久津 忠寛/渡部 良太

3 824 -4 Lap2:55:32ミートサミット 32松尾 和美/阿久津 和男/岡本 隆史/小澤 房恵

奈良県 /松林 大悟

4 850 -7 Lap2:58:23モリタロウ軍団 29波間 浩太郎/渡邊 利文/本江 岳夫/渡辺 裕美子

福島県 /大高 淳/青柳 健太郎/増田 仁史

5 805 -7 Lap2:58:45楽走リバー 29傳田 尚徳/多々良 貢/下田 洋子

千葉県

6 818 -8 Lap2:57:49チーム女尻助平 28延島 由晃/岡田 秀一/稲田 達夫/野本 裕美

/足立 道子

7 901 -8 Lap2:59:59ポジティ部 28村岡　紀香/大久保　玲/谷原　早紀/松本　晶愛

埼玉県 /鷲津　裕子

8 703 -9 Lap2:56:34んだべぇガール 27川名 里依/荒井 智恵美/小澤 なつみ/高橋 里実

福島県 /湯田 恵里香/児山 有希

9 821 -9 Lap2:57:40チームバンブー 27飯田 英路/田川 剛/鈴木 重徳/吉田 美樹

茨城県 /齋藤 さやか

10 871 -10 Lap2:55:37狭山っ茶６ 26鹿野 直美/横山 真弓/大前 牧子/鹿野 恭平

埼玉県 /水田 剛/平木 大介

11 852 -10 Lap2:55:48鮭太郎 26石引 大二/田代 直樹/津田 和彦/岡田 興

岩手県 /佐藤 友萌/山本 季晋/小前 宣夫

12 611 -10 Lap2:55:52ちぇあ～ず 26横手 大輔/佐藤 勝宏/伊藤 章俊/穐葉 誠哉

千葉県 /梅田 勲

13 849 -10 Lap2:58:09チームａーさ 26高橋 智美/小川 康子/中井 武洋/小川 智恵

群馬県 /谷川 航太/小川 哲生/中井 匠

14 705 -11 Lap2:54:17走るお姉さま 25岡野 恵梨子/清水 直美/赤井 涼香/藤村 美歌

神奈川県 /渡邉 孝乃/三宅 南々帆/渡邉 彩季/内海 あや

15 856 -11 Lap2:54:48チームａーき 25谷川 君恵/関 陽子/高橋 拓士/関 太陽

群馬県 /中井 泰子/中井 桐子/小川 健吾/小川 明日香

16 838 -11 Lap2:56:38ノーマン会 25原山 英二/塚脇 直子/宮森 智雄/小河 隆司

広島県 /中本 光信/岡本 健一

17 853 -11 Lap2:58:36岡山トヨタＢ 25中川 瑛三郎/織田 和樹/益子 真一/吉川 裕二

岡山県 /宮崎 済/佐藤 広基/渡邉 ほなみ

18 601 -11 Lap2:58:46慶應MDP 25渕上 貴広/及川 満

大阪府

19 823 -11 Lap2:59:11草交会 25金子 昌弘/高橋 章子/今村 美穂子/堀中 秀則

埼玉県 /巻島 巧

20 874 -12 Lap2:54:02チームかたしなっこ 24笠原 圭太/戸丸　忠通/星野　有軌/岸畑　亮介

群馬県 /齋藤　隼人/大久保 武/星野 詩穂/石井 夏海

21 861 -12 Lap2:54:30八代市人会 24早田 啓考/軽部 亜紀子/福田 清史朗/福田 真吾

熊本県 /北里 新一郎/寺岡 伸章/早田 康太郎/早田 桃子

22 873 -12 Lap2:54:45るのん 24植川 徹/吉岡 智子/西野 健一/佐藤 雄馬

千葉県 /佐藤 太一/南川 翔/鈴木 攻侑/辻本 智大

23 831 -12 Lap2:55:01晴れの国 ももっち 24山口　富計/難波　利光/石井　謙次/齋藤　英次

岡山県 /若林　学/難波　陽子

24 606 -12 Lap2:58:26MEITEI 24青木 邦彦/若井 勝也/阿部 浩介
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周回数順位 No. 【上】チーム名・【下】都道府県　　　/　　　チームメンバー

25 839 -12 Lap2:58:41日中友好RUN 24太 文哲/鄭 華/王 振宇/朴 賢淑

東京都 /曹 裴耘/呉 逸清

26 819 -13 Lap2:53:25CLUB木村 23木村 純平/渡辺 稔/遠藤 直宏/斉藤 吉弘

/斉藤 知美

27 623 -13 Lap2:53:41岡山トヨタA 23今井 英行/神田 正智/菊池 景太/福武 誠

岡山県 /加藤 修義/多田 明智/大久保 順哉

28 851 -13 Lap2:57:21チーム襄 23石川 大輔/根岸 伯和/石川 尚美/田島 久美子

群馬県 /森 昌江/石川 鈴子/森 一遥

29 845 -13 Lap2:57:46チーム１４９６ 23東條 英士/澤井 隆行/土井 淳司/石黒 昭一郎

千葉県 /新井 真由美/小松 貴徳

30 811 -14 Lap2:54:18マイペンライ 22松本 純/増田 としゆき/吉田 真澄/柴田 みほ

埼玉県

31 803 -15 Lap2:52:08チャンテ川端 21強矢 誠治/関本 歩

埼玉県

32 827 -16 Lap2:57:59ピカリーノ 20山本 亜希/藤谷 弥生/佐々木 恵/佐々木 晃

/折井 恵梨香

33 806 -18 Lap2:54:16チームかわうそ 18岡本 信/岡本 早香子/野口 恵子

千葉県

34 844 -19 Lap1:56:31でんでん猫さん 17福井 淳/福地 秀基/嶋林 一樹/小島 成輝

徳島県 /古屋 成史/江川 敦子

35 613 -19 Lap1:57:57でんでん猿さん 17町田 元/村上 大介/圓城 康輔/松尾 昇武

大阪府 /綛谷 元浩

36 829 -20 Lap2:01:04でんでん兎さん 16神尾 神尾/大庭 大庭/本田 本田/伊藤 伊藤

東京都 /中條 中條

37 843 -20 Lap2:03:01でんでん犬さん 16鈴木 亨/柴田 奥様/東 正典/香月 剛

兵庫県 /篠原 士虞馬/桑原 卓也

603 -36 Lap中丸くん 0中丸 隆之/中丸 義之

神奈川県

830 -36 Lapチームタスキ世羅 0新井　正/宮山　征名/南　鷹雄/松尾　直樹

広島県 /下田　千秋/平川　光典


