
【5km x 4人リレー】

【男性部門】 1区 2区 3区 4区

1 ウエダ組 河野 洋志 奥山 祐一 桜井 正也 大庭 章

2 GWRC2 梅田 輝和 島崎 一 岸本 裕 西田 哲男

3 TEAM飯野A 松本 憲祐 大嶽 拓真 蒲 朋也 平川 大樹

4 ５５ＤＧＳ 黒部 智亮 前田 智弘 小澤 翔 鈴木 俊介

5 ＭＣＦＳ-O 戸田 圭二 目 和典 守田 卓司 藤井 圭介

6 ＭＣＬＳ-Y 浦上 豊志 十時 繁幸 石崎 光輝 山田 彬文

7 PRC 佐藤 悠太 佐藤 裕貴 竹内 攻 平野 浩行

8 限界を超えろ！チーム等々力 深澤 拓也 神吉 大輔 田中 佑樹 田鹿 健太

9 FOX 重松 宏志 北澤 貴彦 佐藤 佑樹 阿部 賢太

10 FOX2 氏家 祥 束原 之裕 中村 公亮 太田 飛雄麻

【女性部門】

11 GWRC1 藤 綾菜 武内 悠 那須 みずき 清宮 雛子

【一般部門】

12 変態リレー隊 八巻　朝子 前川　大吾 堀内　琢矢 堀内　康次郎

14 東京新宿MC_A 草ケ谷 早苗 手嶋 淳 内藤 良幸 根岸 浩二

15 東京新宿MC_B 小島 淑子 篠崎 陽樹 根岸 冴子 高橋 将徳

16 東京新宿MC_C 横田 陽子 佐藤 健太 井戸川 昌弘 北 博之

17 包装技術ランニングチーム 菅原 宏智 大枝 麻由 加藤 宏治 釼持 俊和

18 へたれ磯高 北村 賢一 長沼 政人 増渕 ゆうみ 高木 光美

19 チーム飯野B 柏崎 教 葛城 美月 佐藤 仁 山田 雄弘

20 TEAM飯野C 古澤 宏 安藤 理恵子 大村 幸恵 井上 智広

21 のむりんカップランニングチーム 野村 雄介 福田 瑞恵 熊木 健太郎 藤田 浩

22 片岡A 村田 夏生 仙場 雄太 森 健太 巴 美加

23 片岡Ｂ 村田 建 大道 雅子 藤岡 秀幸 石山 美紗

24 奉優会マラソン部　はるみ下馬 岩崎 くみ 井上 麻美 木村 孟 平塚 沙知子

25 おっさんと愉快な仲間達特命出場 佐藤 亮太 穂積 剛文 秋山 祐里佳 引地 雄紀

26 白金の森　うさぎさんチーム 伊藤 千鈴 小松 真央 新藤 英彰 嶋田 巌

27 白金の森　自衛消防チーム 井上 雅史 徳元 一乃 田中 正志 小林 楓

28 TOKYU JIMU 珠久 真仁 小坂 理恵 平松 令央菜 岡田 一希

29 TOKYU 075 荒川 俊男 津府子 朋枝 坂川 直人 松澤 義雄

30 TOKYU PRO 名知 哲也 榎並 さやか 渡邉 勉 染谷 雄一郎

31 くるめし 石川 聡 野崎 麻里 伊藤 大介 野村 翔

32 弁当大好き 和田 有司 福岡 直哉 石田 和 齋藤 武仁

33 かばちゃん 吉澤 純一 岩田 浩子 国崎 みちる 井上 昇

【親子1kmの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

10 金子　幸生ペア カネコ　コウキ 男性 6才未満男性
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11 中内　暁大ペア ナカウチ　アキト 男性 6才以上男性

12 奥山　太梁ペア オクヤマ　タイヨウ 男性 6才未満男性

13 渡邉　雄大ペア ワタナベ　ユウダイ 男性 6才以上男性

14 大庭　聖ペア オオバ　ヒジリ 女性 6才未満女性

15 関口　太介ペア セキグチ　ダイスケ 男性 6才以上男性

【3kmの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

30 金子　勇太 カネコ ユウタ 男性 6才以上男性

31 中内　凱大 ナカウチ カイト 男性 6才以上男性

32 細貝 美和 ホソガイ ミワ 女性 6才以上女性

【5kmの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

50 原 克己 ハラ カツミ 男性 60代男性

51 細貝 健太郎 ホソガイ ケンタロウ 男性 40代男性

52 戸倉 房之 トクラ フサユキ 男性 30代男性

53 小西 宏明 コニシ ヒロアキ 男性 30代男性

54 西山 祐子 ニシヤマ ユウコ 女性 50代女性

55 栄 健一郎 サカエ ケンイチロウ 男性 40代男性

【10kmの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

100 大和 靖典 ヤマト ヤスノリ 男性 50代男性

101 安室 正則 ヤスムロ マサノリ 男性 50代男性

102 西山 寿明 ニシヤマ トシアキ 男性 60代男性

103 加藤 健太郎 カトウ ケンタロウ 男性 40代男性

104 藤田 祐紀 フジタ ユウキ 男性 30代男性

105 藤田 英恵 フジタ ハナエ 女性 30代女性

106 中村 眞美 ナカムラ マミ 女性 50代女性

107 小川 浩一 オガワ コウイチ 男性 50代男性

108 佐々木 一也 ササキ カズヤ 男性 40代男性

109 チェ　ヨンイェ チェ ヨンイェ 女性 20代女性

110 河野　桂樹 カワノ ケイジュ 男性 20代男性

111 今泉　現 イマイズミ アラタ 男性 20代男性

112 岩田　誠史 イワタ マサシ 男性 20代男性

113 犬飼　日菜 イヌカイ ヒナ 女性 20代女性

114 和知　義夫 ワチ　カズオ 男性 60代男性


