
【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　企業対抗賞
スタート時刻 :12:30

( 1 / 2ページ )

周回数順位 No. 【上】チーム名・【下】特別表彰名　　　/　　　チームメンバー

1 610

0:002:59:56

大宮32連隊

37

恒吉 奨/高柴 玲央/山根 明大/桐原 将史

自衛隊大宮３２連隊 /山崎 雄大

2 624

-1 Lap2:59:29

習志野公務員ﾁｰﾑ

36

吉原　昌宏/新垣　勝裕/川原　紳/黒澤　旭

習志野自衛隊3i7 /茂垣　雄大/柳田　儀宣

3 855

-4 Lap2:55:57

花王RC

33

齋藤 勝義/小田 遼介/東方 和也/塚本 智也

花王 /会田 渉/山本 真士/三井 友毅/石川 由結

4 621

-5 Lap2:59:45

MGCチームG

32

下川 敬輔/梅津 僚太郎/山田 翔/浜中 諒

ＭＧＣ /熊沢 優音/田所 弘晃/小松 晃樹

5 867

-7 Lap2:58:49

東神

30

渡邉 真人/山本 康剛/住谷 洋平/大崎 友花

Ｊ東

6 840

-7 Lap2:59:20

サンエイチ

30

堀川 公芳/平田 直也/林 正人/堀川 智恵子

サンエイチ /堀川 真菜/堀川 実玲

7 622

-8 Lap2:55:23

チームいちがん

29

松本 朋之/古澤 卓二/渡邉 信也/石川 隆行

松本商店 /日下 文明/大澤 正人/田原 仁浩/齋藤 聡

8 620

-9 Lap2:56:04

マイネット

28

黛 昂憲/上原 仁/井桁 謙二/春石 涼太

マイネット /堀越 一希/神田 尚彦

9 860

-9 Lap2:59:07

ＭＧＣチームＣ

28

三島 裕之/橋本 晃男/篠原 俊一/大戸 秀

ＭＧＣ /毛利 隆太郎/西村 喜男/生駒 映理/吉田 智子

10 841

-9 Lap2:59:26

健司を囲む会

28

池田 賢司/真下 純一/鈴木 進吾/鮓本 陽子

大和地所レジデンス /斎藤 絵梨/根元 克年

11 865

-10 Lap2:52:43

Team Frescobol

27

澤永 遼/宮越 有沙/窪島 剣璽/五十嵐 恭雄

一般社団法人日本フレス /芝 卓史/斉藤 亮太/長田 涼

12 848

-10 Lap2:57:58

ＭＧＣチームＭ

27

岡部 哲/西崎 恭子/菊永 孝裕/宇内 柾貴

ＭＧＣ /田代 憲史/安達 高広/川辺 光

13 834

-11 Lap2:54:26

チーム貞元小

26

洲永 康弘/岩崎 史祥/小山 裕/鈴木 秀人

君津市立貞元小学校 /井上 さゆり/小笠原 綾美

14 836

-11 Lap2:56:48

EYteamK

26

笠原 健司/林部 武志/塚本 英現/梅本 祥弘

ＥＹ税理士法人 /細野 薫櫻/張本 祐希

15 616

-11 Lap2:59:22

Toddler

26

清水 直輝/小澤 哲夫/岡 勇人/丸山 博史

サノフィ /廣田 恭樹/笠野 孝雄

16 628

-11 Lap2:59:24

駿チーム青二才

26

庄司 健太/大渕 涼介/石川 祥汰/岡田 大我

太平ビルサービス /神谷 樹生/杉浦 慶太/根井 征輝/今堀 駿

17 862

-12 Lap2:54:59

ガスコインラン

25

菅 剛史/高橋 純平/大須賀 良/松井 現

ガスコインカンパニー /津久井 優子/渡 大空/金子 陽久/熊谷 友弥

18 630

-12 Lap2:57:48

teamミユ毛

25

福島 友紀/小澤 孝規/飯山 誠/伊藤 弘明

ジャパンビバレッジ /矢内 大介/高橋 恭輔/小川 大貴

19 618

-12 Lap2:58:19

チームＧＳ

25

賀口 陽介/目黒 達生/嶋村 正信/石橋 広一

ヤマトシステム開発 /岩村 嘉雄/黒坂 裕之

20 627

-12 Lap2:58:27

駿チーム師匠

25

菅原 堅太/長利 銀二/山本 敏雄/宮田 和浩

太平ビルサービス /河角 健実/羽鳥 直/源川 真成/二階堂 義雄

21 608

-12 Lap2:58:53

チーム風間

25

風間 浩孝/立花 伸一/花村 直樹/大澤 聖史

ＨＩＴＡＣＨＩ

22 604

-12 Lap2:59:49

元田マラソンA

25

元田　貴志/加藤　陽三/青木　陽一

KDDIまとめてオフィス（株）

23 615

-13 Lap2:51:48

AEC Bチーム

24

宮川　大和/高橋　慶/大川　紘平/瑞慶村　幸彦

旭化成エンジニアリング /藤本　健一/福田　滋

24 605

-13 Lap2:52:50

元田マラソンC

24

中原　功策/大野　宇洋/片岡　晃太朗

KDDIまとめてオフィス（株）
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周回数順位 No. 【上】チーム名・【下】特別表彰名　　　/　　　チームメンバー

25 854

-13 Lap2:55:57

チームイーチャ

24

前新 宗一/服部 太陽/小原 和浩/田原 恒平

株式会社ＹＩＣＨＡ /上田 圭輔/西 彩美/梅澤 香世子

26 816

-13 Lap2:57:09

AEC Cチーム

24

鈴木　和佳奈/古川　歩/多々良　美秀/岩切　剛史

旭化成エンジニアリング /加藤　隆宣

27 857

-13 Lap2:58:23

中央化学AC

24

髙橋 亨/竹渕 良太/須永 英明/伊東 祐有希

中央化学㈱ /岡田 奈美/秋山 奈見/江黒 昌美/坪井 薫

28 817

-13 Lap2:59:19

EYteamI

24

磯部 亮/青野 大樹/瀬尾 聡/松本 佳奈

ＥＹ税理士法人 /鈴木 亜紀子

29 866

-13 Lap2:59:20

BBBD

24

荻窪　防仁/大場　正浩/蔭木　裕太/小澤　信夫

S /武田　美里/荻窪　虎太郎

30 607

-14 Lap2:52:08

チーム田村

23

田村 康治/大竹 秀/小林 貢/伊藤 勝廣

ＨＩＴＡＣＨＩ

31 614

-14 Lap2:52:51

AEC Aチーム

23

金城　知広/入田　隆/西村　顕志/清水　勝也

旭化成エンジニアリング /中尾　吉晴/原田　典明

32 835

-14 Lap2:58:23

EYteamS

23

須藤 一郎/大野 治樹/飯島 祐太郎/紺谷 綾香

ＥＹ税理士法人 /大石 祥代/齋藤 迪香

33 809

-15 Lap2:53:36

チーム平田

22

平田 奈菜/永島 康貴/青木 敬彦/榎本 勇一

ＨＩＴＡＣＨＩ

34 837

-16 Lap2:53:15

EYteamO

21

尾形 康行/田中 大河/大森 紘一/遠藤 賀津平

ＥＹ税理士法人 /馬野 吏恵/イム シンビ

35 804

-16 Lap2:54:44

元田マラソンB

21

大根　伸悟/豊田　飛鳥/下田　真也

KDDIまとめてオフィス（株）

36 704

-16 Lap2:55:28

チームＣＨＡＲＬＥ

21

加藤　尚子/小川　泰子/小泉　幸枝/中村　いくみ

すみれＣＨＡＲＬＥ /永田　朝子/松本　千恵子/圓崎　はるか/今井　寛子


