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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

1 868 0:002:56:51がっちゃんこＡ 35岡崎 次郎/高橋 豊/妻沼 朋己/木下 侑介

北海道 /高橋 寿恵

2 869 2:402:59:32がっちゃんこＢ 35山本 吉信/島田 和幸/飯塚 俊一/飯塚 友紀子

北海道 /鈴木 裕也

3 855 -2 Lap2:55:57花王RC 33齋藤 勝義/小田 遼介/東方 和也/塚本 智也

東京都 /会田 渉/山本 真士/三井 友毅/石川 由結

4 824 -3 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

5 867 -5 Lap2:58:49東神 30渡邉 真人/山本 康剛/住谷 洋平/大崎 友花

神奈川県

6 840 -5 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

東京都 /堀川 真菜/堀川 実玲

7 859 -5 Lap2:59:40ジョグスパ。 30稲葉 悟/小山 貴史/小柳 芳雄/工藤 貴一

神奈川県 /江幡 友弥/槇田 知恵/川田 恵美子/時光 希

8 858 -6 Lap2:57:48ジョグスパ、 29大野 涼子/伊藤 亜維子/平川 奈緒子/横山 智子

神奈川県 /相原 弘一/吉野 圭吾/葉山 秀樹/大杉 勇

9 808 -6 Lap2:57:52チーム女尻B 29岩坪 龍二/荻田 俊輔/深澤 拓司/古橋 つくも

富山県

10 850 -6 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

11 805 -6 Lap2:58:45楽走リバー 29傳田 尚徳/多々良 貢/下田 洋子

千葉県

12 872 -7 Lap2:56:26俺部 28坂川 航/武田 若水/齋藤 将人/木全 理浩

東京都 /高野 祐介/松浦 寿行/耀 拓矢/板場 智

13 822 -7 Lap2:56:44チュチュ 28高橋 伸也/高橋 京子/高橋 倖紫/高橋 叶緋

神奈川県 /大久保 翔太

14 815 -7 Lap2:57:37子供園東北九州チーム 28八巻　範明/山上　和美/大塚　真一郎/近藤　康博

福島県 /酒井　慎吾

15 818 -7 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

16 860 -7 Lap2:59:07ＭＧＣチームＣ 28三島 裕之/橋本 晃男/篠原 俊一/大戸 秀

東京都 /毛利 隆太郎/西村 喜男/生駒 映理/吉田 智子

17 841 -7 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

東京都 /斎藤 絵梨/根元 克年

18 865 -8 Lap2:52:43Team Frescobol 27澤永 遼/宮越 有沙/窪島 剣璽/五十嵐 恭雄

東京都 /芝 卓史/斉藤 亮太/長田 涼

19 801 -8 Lap2:53:51チームこばやし 27小林 義明/小林 恭子

北海道

20 812 -8 Lap2:57:01子供園関西チーム 27佐野　真彦/伊藤　美保/加藤　健/宮本　隆太郎

大阪府 /森　圭司

21 821 -8 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

22 848 -8 Lap2:57:58ＭＧＣチームＭ 27岡部 哲/西崎 恭子/菊永 孝裕/宇内 柾貴

千葉県 /田代 憲史/安達 高広/川辺 光

23 834 -9 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

千葉県 /井上 さゆり/小笠原 綾美

24 871 -9 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
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25 852 -9 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

26 836 -9 Lap2:56:48EYteamK 26笠原 健司/林部 武志/塚本 英現/梅本 祥弘

埼玉県 /細野 薫櫻/張本 祐希

27 849 -9 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

28 820 -9 Lap2:59:10Team木曽路 26平山 英行/横平 貫志/橋本 洋子/栗山 貴義

長野県 /田口 栄治

29 833 -9 Lap2:59:39zero3 ALL 26瀬古　祥子/山本　整/浅野　潔/藤田　由紀

滋賀県 /岡崎　雅子/竹﨑　昌功

30 814 -10 Lap2:54:29子供園東京チーム 25大河内　恵子/松尾　涼子/飯田　千晶/山上　潤

東京都 /西内　幸士

31 863 -10 Lap2:54:37さいくるんN 25富山 伸/田中 ゆかり/村崎 亮介/小原 恵介

富山県 /木下 国治/原木 之英/山口 洵/荒井 貴之

32 856 -10 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

33 862 -10 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

大阪府 /津久井 優子/渡 大空/金子 陽久/熊谷 友弥

34 810 -10 Lap2:55:42チームはがい 25羽貝 泰昭/森﨑 裕/諸角 能徳/萩庭 祥子

東京都

35 838 -10 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

36 853 -10 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

37 813 -10 Lap2:58:58子供園中部チーム 25大塚　陽子/森　彩/近藤　典子/吉田　享史

神奈川県 /伊藤　雄太

38 823 -10 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

39 874 -11 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

40 861 -11 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

41 832 -11 Lap2:54:43子供園北関東チーム 24吉田　香苗/大河内　俊幸/山村　真人/山村　裕紀子

千葉県 /加藤　明子/佐野　美奈

42 873 -11 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

43 831 -11 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

44 854 -11 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

東京都 /上田 圭輔/西 彩美/梅澤 香世子

45 807 -11 Lap2:56:46チームこんどう 24近藤 眞千子/栁沼 優斗/阿部 立

京都府

46 816 -11 Lap2:57:09AEC Cチーム 24鈴木　和佳奈/古川　歩/多々良　美秀/岩切　剛史

宮崎県 /加藤　隆宣

47 846 -11 Lap2:57:50健康促進倶楽部 24七里　幹雄/吉田　真/舩砥　まさみ/神　陽子

青森県 /橋本　和昌/三浦　真代/小川原　隆仁

48 857 -11 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

埼玉県 /岡田 奈美/秋山 奈見/江黒 昌美/坪井 薫
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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

49 839 -11 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

50 817 -11 Lap2:59:19EYteamI 24磯部 亮/青野 大樹/瀬尾 聡/松本 佳奈

埼玉県 /鈴木 亜紀子

51 866 -11 Lap2:59:20BBBD 24荻窪　防仁/大場　正浩/蔭木　裕太/小澤　信夫

長野県 /武田　美里/荻窪　虎太郎

52 819 -12 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

53 826 -12 Lap2:54:30JVCラン部 23中村 俊哉/下田 朋子/山下 直子/高瀬 敏久

東京都 /野辺地 和郎

54 851 -12 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

55 845 -12 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

56 835 -12 Lap2:58:23EYteamS 23須藤 一郎/大野 治樹/飯島 祐太郎/紺谷 綾香

埼玉県 /大石 祥代/齋藤 迪香

57 825 -12 Lap2:59:31月2スターズ 23坂井 遥城/坂井 心陽菜/藤田 志央/坂井 めぐ美

福島県 /和泉 由美

58 864 -12 Lap2:59:38チームZEN 23善家 寿/半田 敏昭/小田 豊広/藤井 大輔

群馬県 /小林 孝之/平井 直美/遠北 美弥子/福田 清美

59 809 -13 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

千葉県

60 811 -13 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

61 802 -13 Lap2:55:36にのさんず 22二宮 啓輔/二宮 八千代

高知県

62 847 -13 Lap2:59:34今こそアモーレ♡沖縄 22佐藤　茜/仲本　奈央子/新垣　由紀子/前田　直哉

沖縄県 /安田　一登/大田　愛/小松原　綾子

63 803 -14 Lap2:52:08チャンテ川端 21強矢 誠治/関本 歩

埼玉県

64 837 -14 Lap2:53:15EYteamO 21尾形 康行/田中 大河/大森 紘一/遠藤 賀津平

埼玉県 /馬野 吏恵/イム シンビ

65 842 -14 Lap2:53:29いただきます 21加藤木 すみこ/佐藤 友治/吉田 恵子/西村 典子

東京都 /石黒 一夫/加藤木 みさ

66 804 -14 Lap2:54:44元田マラソンB 21大根　伸悟/豊田　飛鳥/下田　真也

茨城県

67 870 -14 Lap2:55:19済済黌６０年 21下川 文子/古閑 広章/藤井 達也/加納 琢也

熊本県 /小原 和宏

68 827 -15 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

69 806 -17 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

70 844 -18 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

71 828 -19 Lap1:58:57でんでん雉さん 16大坪 邦裕/今津 誠/飯田 弓美子/谷田部 亜基

 新潟県 /高多 直晴

72 829 -19 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
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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

73 843 -19 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

830 -35 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


