
※1月4日（木）時点の情報
■ 3時間リレーマラソン［男子の部］

No. チーム名 ふるさと ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5 ■メンバー6 ■メンバー7 ■メンバー8
3001 Team エンテク 神奈川県 神 正吉 南條 明義 菅原 啓之 都道府県賞 神奈川県
3002 ｳﾙﾄﾗｾﾌﾞﾝ1軍 神奈川県 坂下　敦志 堤　博昭 江口　徹 冨永　隆宏 企業対抗賞 KDDI
3003 TEAM OGURUN 千葉県 石井 祥雪 小椋 航平 高橋 祐貴 井上 翔悟 高橋 英将 同窓生賞 オグラン
3004 ｔｅｍｅ ＭＥＩＴＥＩ 新潟県 青木 邦彦 若井 勝也 阿部 浩介 斉藤 憲之 中嶋 信義 都道府県賞 新潟県
3005 森工務店 神奈川県 大湊 将斗 西坂 祐樹 大森 望 浅岡 遼 樋口 喜一 同窓生賞 法政二高水泳部
3006 魔人ヨネカサGA 福島県 渡邉 真人 米山 順一 笠間 充 住谷 洋平 山口 直紀 都道府県賞 神奈川県
3007 混成カモメさんガチ 神奈川県 今西　聡 池田　大佑 同窓生賞 鎌倉学園OB
3008 ころちゃんず 鳥取県 相澤　直亮 田子　康宏 木澤　創平 木村　大地 都道府県賞 鳥取県
3009 大宮32連隊 埼玉県 高柴 玲央 恒吉 奨 堀口 寛史 山崎 雄太 堀尾 裕 企業対抗賞 大宮３２連隊

■ 3時間リレーマラソン［男女混成の部］
No. チーム名 ふるさと ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5 ■メンバー6 ■メンバー7 ■メンバー8

5001 ひがかなラン 神奈川県 宮崎 和仁 渡辺 博之 佐藤 洋 小林 節子 同窓生賞 東神奈川陸上部
5002 混成カモメさんゆる 北海道 今西 幸希 小林 千鶴 石井 健也 大久保 嘉真 都道府県賞 北海道
5003 石井家 東京都 石井 杏奈 石井 真由美 石井 操 石井 信成 ファミリー賞

5004 UN  PAZZO-チームA 千葉県 幸坂 真一 村山 聡 亀田 高広 赤羽目 寿樹 久保田 薫
5005 UN PAZZO-チームB 石川県 宮島 信夫 杉戸 恭太 神田 敦史 加藤 圭 石田 千尋
5006 ｳﾙﾄﾗｾﾌﾞﾝ2軍 神奈川県 高階　清彰 草生　武 櫻井　聡一 濵原　賢奨 薩摩　美友 企業対抗賞 KDDI
5007 徳高慶應会 山口県 薦田 泰史 藤中 聡 原田 華穂 富田 美月 西中 有沙 同窓生賞 徳山高校慶應義塾大学

5008 FIGO-B 東京都 鈴木 朗 密本 雄太 密本 桂 岡安 勲 岡安 美嬉 西原 美加 企業対抗賞 フィーゴ
5009 Japan PE チーム 神奈川県 飯田 彦二郎 北村 元哉 問山 陽子 沼田 守 齋藤 大彰 小萩沢　健 企業対抗賞 ＰＥ業界チーム
5010 JUST　ENDO　IT 静岡県 山岸 陽介 遠藤 信康 小倉 賢 飯島 希望 上野 泰加 高澤 知佐 同窓生賞 ＮＲＣ
5011 SPAC 千葉県 太田 友美 舟串 彰文 芹澤 由香 安田 圭吾 古賀 雅治 吉原 愛弥
5012 ジョグスパグリーン マッスル組 神奈川県 大杉 勇 小島 拓実 高木 丈史 横山 智子 吉岡 真美子 吉田 有里 都道府県賞 神奈川県
5013 ジョグスパピンク ジェントル組 神奈川県 小柳 芳雄 小牧 秀信 吉野 圭吾 江幡 友弥 時光 希 平川 奈緒子 都道府県賞 神奈川県
5014 ジョグスパブルー とうげ組 神奈川県 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 都道府県賞 神奈川県
5015 チーム石和B 山梨県 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 企業対抗賞 ＭＰＤ　ＰＤ
5016 株式会社サンエイチ 東京都 堀川 公芳 平田 直也 林 正人 堀川 智恵子 堀川 真菜 堀川 実玲 企業対抗賞 株式会社サンエイチ

5017 さいくるんN 富山県 富山 伸 田中 ゆかり 原木 之英 青野 信一 小原 恵介 高月 英毅 山口 洵
5018 ジョグスパネイビーやんちゃ組 神奈川県 相原 弘一 稲葉 悟 小山 貴史 寺西 利之 野永 健宏 橋本 潔 宮崎 縁理 都道府県賞 神奈川県
5019 チーム　クレイドルキャビン 東京都 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 企業対抗賞 アーネストワン
5020 チームいちがん 福島県 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 都道府県賞 福島県
5021 FIGO-A 東京都 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 企業対抗賞 フィーゴ
5022 チームリンダリンダ 埼玉県 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 ファミリー賞

5023 んだべぇランナーズ８ 福島県 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 都道府県賞 福島県
5024 健康促進倶楽部 東京都 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

■ 3時間リレーマラソン［(over40）男子の部］
No. チーム名 ふるさと ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5 ■メンバー6 ■メンバー7 ■メンバー8

6001 Team木曽路 長野県 平山 英行 横平 貫志 田口 栄治 久保田 淳 同窓生賞 大桑中学
6002 マーキュリーマラソン部 北海道 大澤 貴史 村井 克成 吉本 幹哉 辻岡 徹 青木 啓之 同窓生賞 農大マーキュリー

■ 3時間リレーマラソン［(over40）男女混成の部］
No. チーム名 ふるさと ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5 ■メンバー6 ■メンバー7 ■メンバー8

7001 ﾁｰﾑ くろんぼ 埼玉県 三橋　祐子 伏島　昭人 松本　重美 津田　孝二
7002 ガチ 福岡県 嶺 知彦 斎藤 誠一 福地 義彦 川嶋 英俊 野辺 由美 都道府県賞 神奈川県
7003 走る男！走る女！ 福岡県 宮原 伸嘉 石井 真奈美 宮澤 正美 市川 明 小林 麻衣子
7004 松山東88陸上熊 愛媛県 松岡 伸二 國澤 圭太 吉岡 博之 木村 妙子 水野 美歩 宮内 智 同窓生賞 松山東高等学校
7005 済々黌６０ 熊本県 古閑 広章 村上 仁美 茨木 紀夫 溝口 卓郎 藤井 達也 下川 文子 小原 和宏 同窓生賞 済々黌高校
7006 チーム石和A 山梨県 坂本 守 中村 和弘 白鳥 光康 黛 和範 秋山 登代 富山 佐知子 増本　陽子 企業対抗賞 ＭＰＤ　ＰＤ

■ 3時間リレーマラソン［学生の部］
No. チーム名 ふるさと ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5 ■メンバー6 ■メンバー7 ■メンバー8

8001 小手王 埼玉県 菊地 峻太朗 坂本 愛斗 鈴木 翔馬 渡辺 崚太 柳瀬 嵩広 同窓生賞 小手指中学校
8002 本気のランナーズハイ 埼玉県 田島 颯 大塚 一樹 芳賀 弘康 丸田 健悟 亀山 祐人 富弥 諄 阿部 寛臣 同窓生賞 東洋大学

■ 個人ラン［男子の部］
No. チーム名 ふるさと ■走者

1001 山口県 浅田　成啓
1002 福島県 阿部　孝夫
1003 佐原信用金庫 千葉県 稲田 俊司
1004 戸田建設 宮城県 岩堀 和人
1005 栃木県 大橋 昭浩
1006 ケンソックス 東京都 大森 武
1007 海技教育機構 山口県 尾崎 高司
1008 チーム高尾山 福島県 菅野 良践
1009 宮城県 木村 豪
1010 Ｔｒｉｓｔａｒ 東京都 五味川 亮
1011 茨城県 齊藤 健太
1012 広島県 佐藤 正幸
1013 ﾁｰﾑﾏﾅ 福島県 鈴木　広一郎
1014 チーム高尾山 東京都 高岡 勝
1015 埼玉県 中島 毅
1016 岩手県 中村　一孝
1017 東京都 中村　勝利
1018 東京都 中村 憲一
1019 東京都 中村　出来
1020 東京都 藤本 壮
1021 チーム高尾山 秋田県 松岡 智二
1022 神奈川県 山田 邦昭
1023 東京都 若林 宏
1024 チームMEITEI 新潟県 廣田　直樹

ふるさと特別賞

参加者リスト

ふるさと特別賞

ふるさと特別賞

ふるさと特別賞

ふるさと特別賞



■ 個人ラン［女子の部］
No. チーム名 ふるさと ■走者

2001 チーム高尾山 東京都 小阪 千明
2002 東京都 坂巻 友理子
2003 大阪府 坂本　眞規子
2004 岡山県 長崎　有美子
2005 東京都 中村　みゆき
2006 愛知県 中山　江利
2007 チーム高尾山 東京都 南部 美香
2008 新潟県 村山 明子
2009 神奈川県 山田 咲子
2010 東京都 吉田　裕子

■ キッズラン［小学校1年生の部］
No. チーム名 ふるさと ■走者
101 神奈川県 北川 夢蘭
102 東京都 小林　律仁
103 佃島小学校 東京都 五味川 瑛太
104 千葉県 坂本　太希
105 神奈川県 高山 陸
106 神奈川県 西盛　直央斗
107 東京都 藤本 美理
108 埼玉県 本橋　陸
109 千葉県 田中　翔大

■ キッズラン［小学校2年生の部］
No. チーム名 ふるさと ■走者
201 北海道 岩本 然
202 市原ＡＣ 千葉県 加藤 悠真
203 和歌山県 小林 夕真
204 埼玉県 菅原　大雅
205 バディ陸上クラブ 東京都 瀬合 晴斗
206 OCF T.R.I 東京都 田口 心愛
207 渡田小学校 神奈川県 中尾 芽衣
208 東京都 早川 采希
209 東京都 早川 京希
210 東京都 藤木 絢慎
211 千葉県 簑島 玲志
212 埼玉県 宮田　尊琉
213 月島第三小学校 東京都 山口 昴

■ キッズラン［小学校3年生の部］
No. チーム名 ふるさと ■走者
301 大阪府 大給 真生
302 東京都 落合 大貴
303 市原ＡＣ 千葉県 加藤 真緒
304 佃島小学校 東京都 五味川 颯太
305 東京都 堺 陽映
306 本納小 東京都 高宮 遥
307 神奈川県 西盛　悠斗
308 東京都 藤本 豪
309 三橋小学校 埼玉県 圓山 耕太朗
310 ｲｻｹﾝ 神奈川県 横山　颯

■ キッズラン［小学校4年生の部］
No. チーム名 ふるさと ■走者
401 ＦＵＪＩＲ．Ｃ 静岡県 浅見 隆斗
402 清水南小学校 静岡県 柏木 琉偉
403 ＳＷＡＣ横浜 神奈川県 古賀 陸斗
404 神奈川県 後藤　龍季
405 東京都 中島　晶
406 東京都 中山　翼
407 みどりが丘小学校 千葉県 松野 日菜子
408 千葉県 鈴木 茶生

■ キッズラン［小学校5年生の部］
No. チーム名 ふるさと ■走者
501 所沢走学校 埼玉県 柿澤 りん
502 本納小 東京都 高宮 莉奈
503 神奈川県 高屋　慧大
504 東京都 中山　翔太
505 川越市高階北小 埼玉県 乃村 維花
506 月島第三小学校 青森県 花田 采沙

■ キッズラン［小学校6年生の部］
No. チーム名 ふるさと ■走者
601 本村小学校 茨城県 鈴木 聖人
602 川越市高階北小 埼玉県 乃村 晃平
603 江戸川区 広島県 吉田 亘輝
604 東京都 吉田　琉人
605 千葉県 鈴木 麗生


