【リザルト】
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1周の距離 : 約 1.5km
スタート時刻 :11:30

3時間リレーマラソン 男女混成の部
順位 No. 【上】チーム名・【下】都道府県
1

2

5018 ジョグスパネイビーやんちゃ組
神奈川県
5010 JUST ENDO IT
静岡県

3

5015 チーム石和B
山梨県

4

5016 株式会社サンエイチ
東京都

5

5023 んだべぇランナーズ８
福島県

6

5011 SPAC
千葉県

7

5013 ジョグスパピンク ジェントル組
神奈川県

8

5020 チームいちがん
福島県

9

5014 ジョグスパブルー とうげ組
神奈川県

10 5012 ジョグスパグリーン マッスル組
神奈川県

11 5008 FIGO-B
東京都

12 5002 混成カモメさんゆる

/

チームメンバー

相原 弘一/稲葉 悟/小山 貴史/寺西 利之

周回数

タイム トップ差

33

2:55:53.00

0:00

30

2:57:10.60

-3 Lap

29

2:56:51.10

-4 Lap

29

2:58:51.30

-4 Lap

28

2:54:37.40

-5 Lap

28

2:59:32.60

-5 Lap

27

2:56:50.80

-6 Lap

27

2:58:25.10

-6 Lap

27

2:59:08.50

-6 Lap

26

2:56:52.30

-7 Lap

26

2:58:56.40

-7 Lap

今西 幸希/小林 千鶴/石井 健也/大久保 嘉真

26

2:59:07.40

-7 Lap

薦田 泰史/藤中 聡/原田 華穂/富田 美月

25

2:54:53.90

-8 Lap

宮崎 和仁/渡辺 博之/佐藤 洋/小林 節子

25

2:55:39.10

-8 Lap

富山 伸/田中 ゆかり/原木 之英/青野 信一

25

2:55:39.40

-8 Lap

25

2:58:31.10

-8 Lap

24

2:56:47.30

-9 Lap

24

2:57:39.70

-9 Lap

24

2:59:50.10

-9 Lap

23

2:53:30.60

-10 Lap

23

2:55:29.80

-10 Lap

23

2:58:40.30

-10 Lap

23

2:59:50.20

-10 Lap

/野永 健宏/橋本 潔/宮崎 縁理
山岸 陽介/遠藤 信康/小倉 賢/飯島 希望
/上野 泰加/高澤 知佐
疋田 祥久/稲嶺 清志郎/瓦葺 佳子/渡辺 賢人
/八巻 智也/西村 圭司/才門 輝
堀川 公芳/平田 直也/林 正人/堀川 智恵子
/堀川 真菜/堀川 実玲
向後 隼平/一ノ瀬 辰徳/湯田 和樹/斎藤 大也
/高橋 里実/川名 里依/小澤 なつ美/中根 朋美
太田 友美/舟串 彰文/芹澤 由香/安田 圭吾
/古賀 雅治/吉原 愛弥
小柳 芳雄/小牧 秀信/吉野 圭吾/江幡 友弥
/時光 希/平川 奈緒子
齋藤 聡/渡邉 信也/石川 隆行/大澤 正人
/梶原 美晴/関口 豪/川原 雄二
葉山 秀樹/小川 剛司/田中 達也/川田 恵美子
/野口 千秋/槇田 知恵
大杉 勇/小島 拓実/高木 丈史/横山 智子
/吉岡 真美子/吉田 有里
鈴木 朗/密本 雄太/密本 桂/岡安 勲
/岡安 美嬉/西原 美加

北海道

13 5007 徳高慶應会
山口県

14 5001 ひがかなラン

/西中 有沙

神奈川県

15 5017 さいくるんN
富山県

16 5009 Japan PE チーム
神奈川県

17 5004 UN PAZZO-チームA
千葉県

18 5022 チームリンダリンダ
埼玉県

19 5019 チーム クレイドルキャビン
東京都

20 5006 ｳﾙﾄﾗｾﾌﾞﾝ2軍
神奈川県

21 5021 FIGO-A
東京都

22 5024 健康促進倶楽部
東京都

23 5005 UN PAZZO-チームB
石川県

/小原 恵介/高月 英毅/山口 洵
飯田 彦二郎/北村 元哉/問山 陽子/沼田 守
/齋藤 大彰/小萩沢 健
幸坂 真一/村山 聡/亀田 高広/赤羽目 寿樹
/久保田 薫
岡島 理絵/岡島 学/岡島 遼太郎/岡島 咲太郎
/安納 秀幸/安納 美紀/安納 蒼衣/安納 芽衣
東條 英史/東條 紗耶香/豊永 雅大/高橋 博紀
/岩井 健二/荒井 敏晶/日向 重幸
高階 清彰/草生 武/櫻井 聡一/濵原 賢奨
/薩摩 美友
赤間 直樹/中田 輸希子/富山 郷/佐々木 皓哉
/舟橋 奈々/佐藤 俊介/佐藤 由望/金野 沙織
舩砥 まさみ/吉田 真/七里 幹雄/三浦 真代
/瀧澤 恵子/神 陽子/杉本 茂樹/石井 和明
宮島 信夫/杉戸 恭太/神田 敦史/加藤 圭
/石田 千尋

【リザルト】
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1周の距離 : 約 1.5km
スタート時刻 :11:30

3時間リレーマラソン 男女混成の部
順位 No. 【上】チーム名・【下】都道府県
24 5003 石井家
東京都

/

チームメンバー

石井 杏奈/石井 真由美/石井 操/石井 信成

周回数
21

タイム トップ差
2:53:32.60

-12 Lap

