
第６回ゆりかもめリレーマラソン 総合記録

総合順位
順位 No. 部門 記録 チーム名

1 132 一般の部 2時間34分24秒 花と光と南風

2 172 一般の部 2時間38分00秒 ごんどう整形

3 176 一般の部 2時間41分34秒 大館東

4 319 男女混合の部 2時間42分16秒 STEP BY STEP

5 156 一般の部 2時間42分48秒 ボリボリーズ

6 138 一般の部 2時間43分47秒 NEST

7 135 一般の部 2時間44分43秒 ババちゃんず

8 106 一般の部 2時間46分44秒 しばふB

9 103 一般の部 2時間48分21秒 京葉ガスRC

10 118 一般の部 2時間49分47秒 ポイズンMT

11 151 一般の部 2時間51分29秒 ３Ｓ

12 105 一般の部 2時間51分29秒 しばふＡ

13 134 一般の部 2時間51分40秒 太平洋ＢＷ

14 107 一般の部 2時間52分07秒 しばふC

15 317 男女混合の部 2時間54分27秒 YOGA＆RUN

16 301 男女混合の部 2時間54分56秒 マイペースで走る会Ａ

17 171 一般の部 2時間56分01秒 チームSSDP

18 101 一般の部 2時間56分19秒 まふね走ろう会

19 169 一般の部 2時間56分23秒 バターチキンカレー

20 102 一般の部 2時間56分34秒 geechs B

21 154 一般の部 2時間57分28秒 １０％ランナー

22 112 一般の部 2時間57分33秒 geechs A

23 164 一般の部 2時間57分44秒 MNJ　RUN

24 122 一般の部 2時間58分24秒 SHOWA

25 120 一般の部 2時間59分11秒 杉並RC　２

26 157 一般の部 2時間59分38秒 Honesty

27 130 一般の部 2時間59分53秒 タンドリチキン

28 170 一般の部 3時間00分02秒 チームふりかけ

29 165 一般の部 3時間00分04秒 ごねんせい

30 166 一般の部 3時間00分08秒 ろくねんせい



第６回ゆりかもめリレーマラソン 総合記録

順位 No. 部門 記録 チーム名

31 115 一般の部 3時間00分08秒 TG＆HDK

32 167 一般の部 3時間01分15秒 ハンバーグ

33 155 一般の部 3時間01分36秒 杉並RC　１

34 121 一般の部 3時間01分56秒 MY競走部

35 147 一般の部 3時間03分03秒 あかばね楽走会

36 131 一般の部 3時間04分02秒 MSラン倶楽部

37 159 一般の部 3時間04分31秒 チーム弘和

38 320 男女混合の部 3時間04分44秒 トラスシステム

39 137 一般の部 3時間05分09秒 みんなで走る会

40 313 男女混合の部 3時間05分24秒 ビッグフェイス

41 104 一般の部 3時間05分41秒 アイビー

42 126 一般の部 3時間05分49秒 YMGT

43 901 小学生の部 3時間06分08秒 ピックアップ　金太郎

44 175 一般の部 3時間07分36秒 機械魂

45 150 一般の部 3時間07分57秒 ピックアップ　浦島太郎

46 162 一般の部 3時間08分02秒 京浜ＡＣ　花

47 152 一般の部 3時間08分03秒 THS駅伝隊Z

48 163 一般の部 3時間08分24秒 京浜ＡＣ　団子

49 160 一般の部 3時間09分01秒 チーム西袋

50 324 男女混合の部 3時間09分10秒 池下ＬＣ吉祥寺

51 602 ファミリーの部 3時間09分18秒 チーム明子2016

52 146 一般の部 3時間09分49秒 ＫＩＴＡＮＯ　ＪＣ（Ａ）

53 153 一般の部 3時間10分19秒 THS駅伝隊A

54 116 一般の部 3時間10分32秒 チーム通販

55 168 一般の部 3時間10分59秒 チーム白米

56 315 男女混合の部 3時間11分12秒 Dan-Run

57 142 一般の部 3時間11分56秒 淡心快チーム快

58 323 男女混合の部 3時間12分14秒 ＳＰＲ４８

59 108 一般の部 3時間12分33秒 俺について来い

60 149 一般の部 3時間12分43秒 ＫＩＴＡＮＯ　ＪＣ（Ｂ）



第６回ゆりかもめリレーマラソン 総合記録

順位 No. 部門 記録 チーム名

61 311 男女混合の部 3時間13分04秒 チームGT

62 127 一般の部 3時間14分03秒 らばぶる作新８

63 143 一般の部 3時間14分05秒 淡心快チーム心

64 136 一般の部 3時間14分13秒 ケビンズランニングクラブ

65 144 一般の部 3時間14分49秒 淡心快チーム淡

66 314 男女混合の部 3時間15分13秒 リアルフェイル

67 316 男女混合の部 3時間15分23秒 スタイル工房

68 312 男女混合の部 3時間16分21秒 みなとRC3

69 174 一般の部 3時間16分27秒 LKTランナーズ

70 140 一般の部 3時間16分29秒 オールクリア

71 173 一般の部 3時間16分56秒 WSP

72 177 一般の部 3時間17分12秒 OMIC　２

73 309 男女混合の部 3時間18分20秒 両国東口クリニック

74 304 男女混合の部 3時間18分41秒 みなとRC１

75 117 一般の部 3時間18分44秒 SHI SHI TSU

76 119 一般の部 3時間19分30秒 SLC1

77 601 ファミリーの部 3時間19分46秒 小川ん家

78 305 男女混合の部 3時間20分26秒 みなとRC２

79 113 一般の部 3時間21分13秒 ズブロッカーズ

80 133 一般の部 3時間21分58秒 東京営業所

81 310 男女混合の部 3時間23分38秒 T`S　Energy

82 701 壮年の部 3時間23分40秒 TORY組

83 303 男女混合の部 3時間23分46秒 つばさクリニック

84 145 一般の部 3時間23分55秒 がむしゃら太陽

85 904 小学生の部 3時間23分57秒 神谷ジェットセブン

86 124 一般の部 3時間24分17秒 台中

87 158 一般の部 3時間24分45秒 OMIC　１

88 321 男女混合の部 3時間26分03秒 ひまわり０８

89 110 一般の部 3時間26分06秒 HMCフレンズ

90 129 一般の部 3時間26分09秒 大西ライオンズ
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順位 No. 部門 記録 チーム名

91 128 一般の部 3時間26分09秒 山口ウエハース

92 114 一般の部 3時間26分45秒 スポーツ連盟板橋・フレンド

93 123 一般の部 3時間27分09秒 チームどぎゃん

94 161 一般の部 3時間27分37秒 チームHZB

95 306 男女混合の部 3時間28分22秒 インフィニアム

96 308 男女混合の部 3時間28分31秒 634林ゼミB

97 111 一般の部 3時間28分40秒 ＴＯＰＳ-ＲＣ

98 109 一般の部 3時間28分42秒 チーム本荘高校103

99 307 男女混合の部 3時間29分48秒 634林ゼミA

100 139 一般の部 3時間34分21秒 Rマラソン部

101 302 男女混合の部 3時間35分18秒 YMTJC

102 702 壮年の部 3時間35分41秒 塚田Ｊ＆Ｓ

103 903 小学生の部 3時間37分01秒 ピックアップ　桃太郎

104 125 一般の部 3時間37分22秒 トドロツキー

105 322 男女混合の部 3時間41分48秒 zebra

106 318 男女混合の部 3時間45分46秒 チームおやしお

107 902 小学生の部 3時間54分49秒 ピックアップ　かぐや姫

108 141 一般の部 4時間10分19秒 駒小キッズ

109 178 一般の部 4時間11分33秒 東京水泳協議会

棄権 148 一般の部 ─ 太陽インパクト



一般の部
順位 No. チーム名 記録

野本大介 古橋末成 大戸宏昭 岡　佑樹 田端真吾

高橋優菜 寺本理実 中谷泰輔 谷口航太

野口哲男 山村俊一 橋本和成 大山 純 田邊義智

福田直也 瀬川光汰 坂本顕児 金井龍大 野口直哉

田中大介 田中貴大 齋藤　圭 斎藤鉄樹 吉田眞希

藤原朋人 田中 遼 山田 岳 髙木 瞳 堀内和毅

山岡晃二 柴岡真彩 飯塚明雄 上野裕生

佐藤李発 今井達也 石井久美子 秋和 隆 島田琢磨

佐藤七海

吉兼孝幸 阿部正太郎 山崎恵三 小田巻孝匡 水口倫太郎

武川光典 馬場正威 大下智樹

礒部翔太郎 西尾 友矩 中谷 誠 入江田春菜 嶋田侑子

中川詳太 安部 聖

河合正昭 山野康二 清宮庸一郎 小守寿々花

松 慶次郎 西山啓佑 中込敬三 中込彩子 古賀 穰

小田真由美

山田翔太 初川寛子 郡 俊介 諸星 渉

岡田 慎一朗 小林正幸 小坂亜希 渡邊辰也 藤野貴嗣

酒井隆史 枦山 亘 横山達宏 佐藤 歩

渡辺泰博 後藤重人 仁井田 裕介 瀬田哲平 庄山隼人

市川敬悟 三原良介 佐々木貴幸

大中俊樹 瀬良 一太 石井 美都理 龍 聖人 熊切有希

大原幸大 勝股敦子 小野美月

西野真一 鈴木光夫 徳岡 隆 荒川裕貴 池上志穂

梅田文章 高澤祐樹 鈴木茂夫 平野利幸 堀越大介

高木雅昭 小高良之 高橋隆介 石井喬文 河島大介

武石圭介 倉林 宏 外山直樹 高橋 悠一郎 佐藤諒太

渡邉朱莉 高良考男 青島唯香 松本真実 長西将弘

海瀬はるか 田宮幸子 曽根原稔人 斉藤晋介 武藤 基

赤木宏志 上月健成

福田 敏弘 関 洋一 市川 篤 大久保 幸 中村和人

村上美由紀 宮腰佳男 和田美穂 米倉英明

飯沼貴史 河端杏奈 武藤 基 桜井 敦 大澤 藍

谷内康大 大田一貴

菅野学 内田義彦 木戸利彦 岡田浩介 中野聖士

鎌野貴幸 石垣貴弘 大木慎也 佐々木 光 安岡拓真

伊藤 美登利 松浦 諒 齋藤孝平 山嵜晶平 今井耕二

井本健司

鳥谷信太郎 喜屋武厚 黒田祐基 前田裕哉 薬師寺孝輔

石本 岳 石本 湧 石本 雅 石田信弥 辻 康裕

関根弘幸 中臺良明 天野紀彦 長谷川 真也 吉永拓己

林　将幸 鷲見 豊 福田知春 三星 博

加藤知司 藤田裕嗣 菊田哲史 岸本 城太郎 辰尾俊輔

浜野絢一 横山隼人

齋藤 正 水野仁人 西村悠史 藤川浩史 前原一智

島袋弘毅 小湊真人 大川翔平 山越健次 須藤 至

村瀬遼太 石川秀爾 安部芳紀 西出亮 澤田悠太郎

石川あおは 山本藤尾 土方リカ 江崎セイミ 伊藤遼介

二反田 真也 野田 博和 池田 朋史 中倉 雛子 中谷 諭嗣

藤川 耕介

小佐井考彰 北岡秀太 樋口雄大 白倉翔平 黒川良顕

仲谷 元 成田 想 松浦みなみ 重本有美 佐賀万里奈

中込英人 尾崎貴宏 賀川 健太郎 野間 優 東条省一

羽原康雄 安藤匠矢 金子直樹 大隅貴大 高山好幸

佐藤健児 中田和久 常廣雄一 相星美喜 坂口拓弥

菅原広輝 高野雅人 西江康雄 大橋晴彦 大舘達也

藤田至道 吉田智史 宇田川佳徳 土井喜徳 川越汐美

飯田正浩

烏田信二 烏田達也 中西照男 谷村節子 杉山徹

吉川照代 小松崎幸子 藤野哲郎

大神輝幸 石井直子 石井 宏 黒崎 知美 中根 荘太郎

高久素美 馬渕詩織

野口 明 野口 保 高橋弘光 坂井琢哉 斉藤恵美子

青木直子 青木千尋 田中勇気 小山弘美 杉山直樹

石川友則 秋本朱実 鹿子島幸二 中野浩二 松居卓也

宇畑英樹 太田恭代 木村征司

早川崇子 葛貫圭吾 尾形健太 注連隆夫

近藤友美 梅津 薫 山口 舞 田中康代 船山祐太

森 雄一郎 関川深雪

青木太郎 木村浩二 岩永憲彦 筑紫功太郎 川崎未央

立石香織 石井加奈 佐藤海斗

選手名

165

38 175 機械魂 3時間07分36秒

36 104 アイビー 3時間05分41秒

37 126 YMGT 3時間05分49秒

34 159 チーム弘和 3時間04分31秒

35 137 みんなで走る会 3時間05分09秒

32 147 あかばね楽走会 3時間03分03秒

33 131 MSラン倶楽部 3時間04分02秒

30 155 杉並RC　１ 3時間01分36秒

31 121 MY競走部 3時間01分56秒

28 166 ろくねんせい
3時間00分08秒
（着差あり）

29 167 ハンバーグ 3時間01分15秒

26 ごねんせい 3時間00分04秒

27 TG＆HDK115 3時間00分08秒

24 130 タンドリチキン 2時間59分53秒

25 170 チームふりかけ 3時間00分02秒

22 120 杉並RC　２ 2時間59分11秒

23 157 Honesty 2時間59分38秒

20 164 MNJ　RUN 2時間57分44秒

21 122 SHOWA 2時間58分24秒

2時間57分28秒

17

18 154 １０％ランナー

19 112 geechs A 2時間57分33秒

169 バターチキンカレー

geechs B102

2時間56分19秒

2時間56分23秒

2時間56分34秒

14 171 チームSSDP

まふね走ろう会10115

12 134 太平洋ＢＷ

13 107 しばふC

16

9 118 ポイズンMT

しばふＡ

３Ｓ151

10510

11

2時間49分47秒

2時間51分29秒

2時間51分29秒
（着差あり）

2時間51分40秒

2時間52分07秒

2時間56分01秒

8 103 京葉ガスRC

2時間41分34秒

2時間42分48秒

2時間43分47秒

2時間44分43秒

2時間46分44秒

2時間48分21秒

6

106 しばふB

大館東176

4 156 ボリボリーズ

1 132 花と光と南風 2時間34分24秒

ごんどう整形172

135 ババちゃんず

7

2 2時間38分00秒

3

5 138 NEST



一般の部
順位 No. チーム名 記録

牛窪正樹 桜井猛士 鈴木誠也 中川正明 中川真由美

久保 修 江原知宏 黒石智明 稲川幸司

脇坂季繁 武山明子 武山糧 石原美帆 丸山純子

神田朋美 青木美穂 高橋健太 小林由佳 石渡つかさ

武井 隆 堀田雄也 三浦 修 原 寛一 久米祐輔

森永 慎一郎 馬場幸子 諏訪有紀 河淵彩子

斎藤一公 須賀健 河上悟史 高屋敏男 高取孝吉

青木洋介 木内美花 有木和斗 中村昭正 佐藤雅哉

山本伸宏 山本雫 片岡正義 栗原良治 壽山智昭

根本二郎 津崎りゅうせい 津崎せな 根本由唯 壽山心美

水谷 貴 和田憲秋 赤羽 徹 金子昌史 芳賀達也

柳澤 翔 谷苗博明 加賀美 碧

前場康輔 安住 修 河内 辰夫 宮本匡彦 浅野昇一

眞下雄太 金澤 ゆき子 萩原 亜梨沙 青野栄利

堀部太郎 山崎由晶 木村 夢二郎 藤田悟司 水内 格

髙橋美穂

島田 惇 篠原雄太 松本圭太郎 原田真行 堀田雄也

名雪 淳 吉元俊二 島田涼騎 兒島朋子 加藤義隆

伊藤浩司 岡田高文 矢野雅章 下河内要 佐藤英恵

鈴木美紗子 内田節子 久米 このみ

千葉 裕 古関雄太 大貫知成 小出　誠

小熊健一 中山直彦 竹内 優 市川貴久 吉田和芳子

長島 亘 高橋秀幸 高橋優子 黒澤素子

藤原浩司 谷口道広 榛葉量雄 浜村 靖 吉澤 浩

廣田 悠 藤原 拡 井上勝二

野口強司 神田佳幸 平野貴大 岩室 誠 佐伯知美

北口愛子 熊川興亮

木村賢一 岡部英雄 高橋正和 宇佐美嘉宏

桶谷良樹 崔 和人 宮 信二 小川憲一 宮丸泰幸

川村 彩祐里 玉野由佳 興山幸治

武田淳也 鈴木更紗 大川七那 林 菜帆 加藤万宙

加藤俊彦 大川智主 大川輝美 林 梢 鈴木浩之

込山飛鳥 有路了二 冨樫 雄一 帆足奈央 帆足玲子

帆足未来 帆足琴海 柴崎 真由美

松田辰浩 関 俊彦 武井雄亮 小久保 雅子 飯塚真一

高橋利幸 溝部敬司 平澤佳子 坂本いしず 田中 稔

大峡太郎 小澤 智 軽部勇人 木村由紀 楠橋正典

鈴木康史 武田紀子 武田優希 松元夏江 吉田尚史

菱川佳子 長田克之 近藤 徹 ウイリアム バレンタイン 菱川大介

小島美保子 新海誠太郎 加藤 勇 荻野 啓 田中俊基

宮部 和

宮島 護 宮島直子 葛原 誠 葛原直美 恒川 透

柴田博壽

宮内陽平 佐藤浩一 郷右近 貴紀 福島隆士 吉福智子

熊澤まゆみ 沖田和美

佐々木由美子 谷純治 澤田真佐美　 石川洋祐 津郷美里

岩城和仁 小川和人 小川憲子 小川洸生

月村達雄 寶納雅行 田中琢也 菊池邦男 鈴木雅人

山本 仁

入江拓也 岩田安世 岡本英利 斉藤文子 田島和江

兎内文男 Resty Victor 柳平正樹 吉田幸一

細島律史 船原大作 深尾真奈美 野口敦史 金子アンリ

渡辺 亘 木下 剛 深尾和正

山口 亨 上羽 恭 永井元泰 板垣誠輝 林 宏子

伊藤龍一 佐野七絵

大西哲也 川口正貴 村上啓二 村上正晃 田中 薫

諸星隆弘 須賀健太郎

松島幸夫 山川玲子 高橋勝美 聞間至 長井健治

蔵納洋一 渡辺由佳

北山朋則 小森幸治 高橋敦子 勝又涼子 黒渕由幸

藤井大樹 稲田綾子 飯塚洋平 土屋大輔 原孝将

海老名聡子 田中久枝 畑山徳文 畑山真弓 高野祐直

片岡明日香 深谷奈緒子 深谷優真 渡邊和裕 渡邊美佳

内田育夫 前島寿美 渡辺一弘 石井 充 浜口 豊

梶原崇史 原田知広 高橋真理愛 村山瑛子 小松 文

二宮真子 ダス オニンド 小林生枝 吉元 靖 奥代英樹

木田和枝 木田杏樹 佐瀬圭子

小久江 慎吾 轟木信子 飛峪 江梨子 須藤 菜月 名嘉原 奈美

小林優一 森川 優

廣田雅紀 廣田 伊万里 廣田 美乃里 早川章吾 早川翔太

葛原 舞 葛原美希 宮島一耀

3時間27分09秒

72

76 141 駒小キッズ 4時間10分19秒

トドロツキー 3時間37分22秒

3時間27分37秒

111

74 139 Rマラソン部 3時間34分21秒

75 125

ＴＯＰＳ-ＲＣ 3時間28分40秒

73 109 チーム本荘高校103 3時間28分42秒

70 123 チームどぎゃん

71 161 チームHZB

68 129 大西ライオンズ
3時間26分09秒
（着差あり）

69 114 スポーツ連盟板橋・フレンド 3時間26分45秒

66 110 HMCフレンズ 3時間26分06秒

67 128 山口ウエハース 3時間26分09秒

64 124 台中 3時間24分17秒

65 158 OMIC　１ 3時間24分45秒

62 133 東京営業所 3時間21分58秒

63 145 がむしゃら太陽 3時間23分55秒

60 119 SLC1 3時間19分30秒

61 113 ズブロッカーズ 3時間21分13秒

58 177 OMIC　２ 3時間17分12秒

59 117 SHI SHI TSU 3時間18分44秒

56 140 オールクリア 3時間16分29秒

57 173 WSP 3時間16分56秒

54 144 淡心快チーム淡 3時間14分49秒

55 174 LKTランナーズ 3時間16分27秒

52 143 淡心快チーム心 3時間14分05秒

53 136 ケビンズランニングクラブ 3時間14分13秒

50 149 ＫＩＴＡＮＯ　ＪＣ（Ｂ） 3時間12分43秒

51 127 らばぶる作新８ 3時間14分03秒

48 142 淡心快チーム快 3時間11分56秒

49 108 俺について来い 3時間12分33秒

46 116 チーム通販 3時間10分32秒

47 168 チーム白米 3時間10分59秒

44 146 ＫＩＴＡＮＯ　ＪＣ（Ａ） 3時間09分49秒

45 153 THS駅伝隊A 3時間10分19秒

42 163 京浜ＡＣ　団子 3時間08分24秒

43 160 チーム西袋 3時間09分01秒

40 162 京浜ＡＣ　花 3時間08分02秒

41 152 THS駅伝隊Z 3時間08分03秒

39 150 ピックアップ　浦島太郎 3時間07分57秒

選手名



亀井恭平 亀井洋子 竹内正彦 穴原康子 佐藤正男

須山 清 石山
77 178 東京水泳協議会 4時間11分33秒



男女混合の部
順位 No. チーム名 記録

藤本将之 白鳥大和 平本浩弥 飯島虎次郎 德田楠男

齋藤未央 山田聖来 朴 梨央 安尻柚菜 田巻莉子

鈴木瑞枝 小西雅子 中村貴子 井上敬子 藤野 多賀子

田澤昌孝 庄司寿浩 伊藤美寿 本田愛子

井上祐紀 後藤聡美 粟野拡明 菅谷光騎 畑中裕厚

石嶋俊之 佐藤貴康 上野まどか 実盛明日香 浜田彩菜

中山貴義 蔵田信亮 久保敏幸 田屋雅祥 富川真輔

五十嵐美紀 朝日千尋 石田梨乃 中田華子 上野沙耶加

木野内 洸太 大谷敏明 佐野 誠 逸見 麻紗子 大谷 緑

関寺絢音

佐藤 美奈子 小川武甲 天野良彦 昆　郁 木薮三枝

舟木康司 内田美里 森本洋武 井上義子 矢野 駿

岩本真次 深澤 祐三子 中倉 樹 横山史子 大島麻里

泉 綾子 大島泰介 長谷川 敦士

長谷川 喜哉 中島光一 山田大悟 廣川 瑠衣子 内山 奈津子

田中桃子 吉野 友里恵 桑原千裕 柴田 真梨子 石原慎也

佐藤 綾子 戸部 美由紀 本間 孝子 蛭間 伸也 宮崎 新也

及川 敦史

細田義裕 石川わかな 青柳美鈴 工藤 亜由未 八木彩夏

岩瀬剛志

竹原義晃 鈴木 奈々子 田邉大輔 山田志帆 榎 留美佳

渡邉教江 楢崎 香央理 松葉 優

堀内聖剛 河野 聡 桃原篤史 大島春奈 河村 ゆりか

江上 茉里菜

内田広康 金子直之 馬目聡子 小笠原京子 田中万智

山田美紀 細田亮

浅野浩司 片山隆之 堀田雅美 小西広美 金子教美

能瀬宏行 福澤 賢 河野 美有紀 増田リサ 大畑 絵莉子

藤森 新 高木宜史 大山高史 田口七絵 中村友美

田中 優利奈

大山恵子 田代優輝 宮城知徳 大槻美佳 石川恵子

谷口隆夫

安井覚弘 安井啓子 府川雄一 小室貴久 小室理恵子

中田好美 久野明美

河野国広 中村晴美 岩村明子 白井雅子 笠井 覚

俣野美咲 内海裕太 久保田展生 桑村優希 苫米地 なつ帆

宮原千尋

林 雄亮 家村響子 落合志保 加藤あすか 武田恵梨子

新村 南

山田清一 鈴木真司 守屋理恵 富樫未希 土屋梨佳

早川亜希

清 優美子 藤本 佐和子 早川 歩 山本千春 矢野鏡子

上原絵奈 宮原将之 河西 亜梨沙 蝦名里枝 小林 波留香

宇田川宣雄 菱沼和久 田中日世志 大島安行 谷口 博

吉田智子 藤田美代子 木村美智子 阪本久子 青山順子

321

306

311

316

314

312

309

304

7

6

5

選手名

324

315

320

313 ビッグフェイス

池下ＬＣ吉祥寺

13

12

11

10

9

8

T`S　Energy

つばさクリニック17

16

15

14

305

310

303

チームGT

リアルフェイル

スタイル工房

みなとRC3

両国東口クリニック

みなとRC１

Dan-Run

ＳＰＲ４８323

24

19

18 ひまわり０８

インフィニアム

322

302

マイペースで走る会Ａ3013

4 トラスシステム

3時間45分46秒

YMTJC

zebra

チームおやしお318

634林ゼミA30721 3時間29分48秒

3時間35分18秒

3時間41分48秒

22

23

3時間20分26秒

3時間23分38秒

3時間23分46秒

3時間26分03秒

3時間28分22秒

20 308 634林ゼミB 3時間28分31秒

みなとRC２

3時間13分04秒

3時間15分13秒

3時間15分23秒

3時間16分21秒

3時間18分20秒

3時間18分41秒

2時間54分56秒

3時間04分44秒

3時間05分24秒

3時間09分10秒

3時間11分12秒

3時間12分14秒

1 319 STEP BY STEP 2時間42分16秒

2 317 YOGA＆RUN 2時間54分27秒



ファミリーの部
順位 No. チーム名 記録

岡﨑治樹 岡崎テツジ 岡﨑哲三 尾形雅貴 岡﨑容子

竹ノ下 秀昭 竹ノ下 友里奈 大久保 雅孝 大久保 由紀子

小川秀和 小川ルミ 小川詩織 小川瑞貴 木村敏雄

木村一輝 小川寬史 小川舜輔 小川勇人

壮年の部
順位 No. チーム名 記録

山村一夫 梶間涼一 堀江昌枝 丸山真理恵 鈴木美帆

高木正明 村井 勲 中上信之 黒津信子 菊地廣明

湯原健一 田中周治 宮﨑ヒロ子 湯口 進 栃澤哲明

小学生の部
順位 No. チーム名 記録

稲川琉司 稲川智也 川窪剛樹 久保開生 廣瀬一樹

野島昂太 山田裕也

今井如月 井上涼夏 川村 愛 山地初美 伊藤美桜

山内 惺 三宅由花 両角朱羽 滝 四ッ葉 福山暖菜

高橋歩美 高橋雄太

障子心椿 佐藤綺音 石黒梨華 牛窪瑠香 松田悠花

久保耀生 今井翔也 江原宏哉 佐藤志音 田辺結菜

石黒華恋

青坂花奈 高見知里 障子心彩 江原小雛 玉野天架

秋山 記予香 佐々木 優那 牛窪七海 久保芽生

選手名

1 701 TORY組 3時間23分40秒

2 702 塚田Ｊ＆Ｓ 3時間35分41秒

選手名

1 602 チーム明子2016 3時間09分18秒

2 601 小川ん家 3時間19分46秒

選手名

1 901 ピックアップ　金太郎 3時間06分08秒

2 904 神谷ジェットセブン 3時間23分57秒

3 903 ピックアップ　桃太郎 3時間37分01秒

4 902 ピックアップ　かぐや姫 3時間54分49秒


