
第12回ゆりかもめリレーマラソン　総合記録

順位 No. 記録 チーム名 部門

1 105 1時間06分46秒 SEIKO駅伝班 一般の部

2 104 1時間08分13秒 ポポロAC甲 一般の部

3 303 1時間09分49秒 Takumi 一般の部

4 701 1時間14分48秒 ポポロAC乙 壮年の部

5 133 1時間16分33秒 國學院大テニス部 一般の部

6 149 1時間17分45秒 チーム下平 一般の部

7 113 1時間18分38秒 富津合同練習会 一般の部

8 803 1時間19分11秒 富津練習会女子 女子の部

9 704 1時間21分34秒 ナイスおっさんA 壮年の部

10 145 1時間21分46秒 ヒガトコとボス 一般の部

11 103 1時間22分16秒 大館東 一般の部

12 106 1時間23分07秒 ナイスおっさんB 一般の部

13 137 1時間23分23秒 駿台RC Aチーム 一般の部

14 140 1時間23分46秒 日東工器2 一般の部

15 141 1時間23分47秒 日東工器3 一般の部

16 146 1時間23分55秒 大井注水業者４０ 一般の部

17 152 1時間23分57秒 大井注水業者３０ 一般の部

18 139 1時間24分28秒 日東工器１ 一般の部

19 123 1時間25分58秒 hacomono　ｒunning 一般の部

20 705 1時間26分01秒 ヨガラン監督組 壮年の部

21 151 1時間26分06秒 大井注水業者２０ 一般の部

22 901 1時間26分23秒 響魂A 小学生の部

23 147 1時間27分15秒 AGU OBOG 一般の部

24 301 1時間27分33秒 ピクルス 男女混合の部

25 107 1時間27分46秒 〇野アクティ部A 一般の部

26 302 1時間28分25秒 らいぺ 男女混合の部

27 121 1時間28分55秒 アベンジャーズ 一般の部

28 902 1時間29分54秒 有明RUNRUNRUN 小学生の部

29 116 1時間30分07秒 NEST 一般の部

30 124 1時間30分44秒 hacomono　runclub 一般の部

31 117 1時間31分14秒 FAST 一般の部

32 115 1時間31分40秒 ORCチームB 一般の部

33 144 1時間32分24秒 PE＆Run白組 一般の部

34 118 1時間33分16秒 腎クリ世田谷S 一般の部

35 143 1時間33分56秒 PE＆Run赤組 一般の部

36 903 1時間34分16秒 ブレーランズ 小学生の部

37 148 1時間34分17秒 チームドバイ 一般の部

38 142 1時間34分32秒 SOGs 一般の部

39 114 1時間34分46秒 ORCチームA 一般の部



順位 No. 記録 チーム名 部門

40 702 1時間35分26秒 TOKO-やま組 壮年の部

41 703 1時間36分40秒 ヨガラン助監督組 壮年の部

42 138 1時間36分49秒 駿台RC Bチーム 一般の部

43 101 1時間37分07秒 チームHZB 一般の部

44 119 1時間37分31秒 PickGoフクロウ 一般の部

45 707 1時間38分14秒 あかばね楽走会 壮年の部

46 134 1時間38分20秒 た行の仲間たち 一般の部

47 802 1時間39分16秒 響魂B 女子の部

48 706 1時間39分29秒 水泳クラブおやしお 壮年の部

49 120 1時間39分32秒 SI&C 一般の部

50 128 1時間39分54秒 リアボルド① 一般の部

51 801 1時間40分15秒 TORY組L 女子の部

52 110 1時間40分22秒 トップガンスタンレー 一般の部

53 126 1時間41分15秒 チームぶんぶん2007 一般の部

54 112 1時間41分18秒 ビシビシフィナンシャル 一般の部

55 102 1時間42分46秒 がむしゃら太陽 一般の部

56 108 1時間43分48秒 〇野アクティ部Z 一般の部

57 127 1時間44分23秒 PickGoカピパラ 一般の部

58 122 1時間44分50秒 THNK’s 一般の部

59 131 1時間45分47秒 変態戦隊 一般の部

60 109 1時間46分38秒 ダメデショアイスランド 一般の部

61 125 1時間47分09秒 TOKO-いの組 一般の部

62 132 1時間47分13秒 腎クリ世田谷Ｈ 一般の部

63 111 1時間47分46秒 ゴーマンサックス 一般の部

64 150 1時間48分40秒 楽しく走り隊 一般の部

65 135 1時間49分08秒 おにちゃんズ 一般の部

66 136 1時間49分11秒 TOKO-づか組 一般の部

67 601 1時間50分21秒 Kirby ファミリーの部

68 804 1時間54分25秒 花水木R C 女子の部

69 129 棄権 リアボルド② 一般の部

70 130 棄権 東京トレーフル 一般の部



順位 No. チーム名 記録

志村 絆蔵 石見 知也 宇田川 智貴

川島 巧 樽川 碧人 竹内 克

大場 孝広 中村 強 二見 将夫

福原 義樹 服部 一宏 野口 健史

勝田 成昌 斎藤 賢治 斎藤 朋美

富澤 信夫 井上 将一

福田 貫太 吹切 佳太 蜂屋 瑛拡

中山 貴裕 長谷 勇汰

武士　文哉 古谷　高章 桒原　侃生

下平　健正

菊地 厚子 金田 剛志 森 雅俊

石田 克成 山口 博之 吉田 豊己

笹島 和浩 佐藤 浩光 中里 辰雄

岩井 伸博

田中 貴大 齋藤 圭 藤沢 耕太

藤沢 拓也 竹内 翼 田中 大介

深堀 由美 杉田 弘幸 下平 貴史

尾中 秀樹 村木 俊徳 松井 豊

中澤 亮介 川瀬 裕樹 杉村隆

大木 肇 西田 尚史

渡邊 佳樹 野崎雄大 石原 秀典

入嶋大湖

関野 和宏 緒方 征嗣 鳥川 拓海

宇佐美 響貴

木野 輝彦 藤嶺 智史 佐藤 貴行

矢吹 博

島崎 健太郎 片岡 悠一 日高 啓介

齋藤 俊平大 郡司 康広 山本 国広

金子 裕樹

土井 英人 野口 晃代 吉田 宗介

 白井 博之 村上 隆彦 合田 雄樹

多田 大輝 平澤 直樹 沼尻 直人

鈴木 隼平 貫井 桃子 根本 理沙

三富 達矢

小林 誠 橋本 祥暢 橋詰 康平

神崎 良太 小松 智親 杉本 尚史

岡本　大輝 南原　健志 多賀　拡樹

伊藤　萌 鈴川　友美 曽　成信

大澤 大地 宮本 琴乃 松本 拓也

石田 健人 松重 岳 塚田 京之介

 笹川　美保 杉山　和矢 佐藤　健輔

田中 芳治 加藤　順昭

腰髙 義人 片倉 司 毛利 友美

竹内 佑次 越中谷青空 平沼 美奈

名雪 淳 高田 広明 菊田 辰也

和田 直樹 青崎 祐也

一般の部

富津合同練習会 1時間18分38秒

ヒガトコとボス 1時間21分46秒

大館東 1時間22分16秒

145

103

6

SEIKO駅伝班

ポポロAC甲

1時間06分46秒

1時間08分13秒

Takumi 1時間09分49秒

115 ORCチームB 1時間31分40秒

124 hacomono　runclub 1時間30分44秒

117 FAST 1時間31分14秒

121 アベンジャーズ 1時間28分55秒

116 NEST 1時間30分07秒

147 AGU OBOG 1時間27分15秒

〇野アクティ部A107 1時間27分46秒

123 hacomono　ｒunning 1時間25分58秒

151 大井注水業者２０ 1時間26分06秒

152 大井注水業者３０ 1時間23分57秒

139 日東工器１ 1時間24分28秒

141 日東工器3 1時間23分47秒

146 大井注水業者４０ 1時間23分55秒

1時間23分07秒

137 駿台RC Aチーム 1時間23分23秒

140 日東工器2 1時間23分46秒
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選手名

1

2

3

4

106 ナイスおっさんB

5

1時間16分33秒

チーム下平 1時間17分45秒

7

8

國學院大テニス部



順位 No. チーム名 記録 選手名

永野 学 白鹿 博之 舛山 昌平

飯田 彦二郎

斉藤 祐太 竹石 康広 西澤 喬光

石野 菜穂子 石野 力 宮井 勇人

増田 徹 小萩沢健 長尾 俊介

成田 裕貴

早野 陽人 高岡 文訓 藤原 貴史

花形 峻

重村 幸治 芳賀 浩史 中田 充

八木 淑恵

西隅 康平 賀川 健太郎 菰淵 裕基

松本 大輔 高山 久輝 四方 英輔

高橋 哲也 津坂 宗邦 濱口 佑歌

松本 澪

海老名 聡子 畑山 徳文 飯野 謙二

畑山 真弓 伊佐治 理恵 佐藤 久枝

秋山 育大 船越 聖美 中村 知幹

田中 照隆 中野 尚輝 高橋 健太

田中 祐一 田窪 紘士 竹内 耕太

瀬川 真奈美 増田 航太 荒井 信次

堀 健太郎 杉野 泰広 田邊 健太

嘉山 洋輔 藤井 直芳 田村 真実

森 香菜美 斉藤 百恵

高橋 実 押久保 佑太 加藤 麻梨香

関口 一海 渡辺 俊之 滝島 安季子

竹中達哉 本庄彩芳 富田鴻

大佐和淳 富田茂樹

石井 弥寿保 仲村 瑞樹 浜田 礼

宮坂 拓児 浜田 洋美 滑川 京子

鎌田 三幸 多田 夏子 松島 智恵

島田 京子 竹内 俊介 末次 めぐみ

小林 将史 境田 康良 野口 よしのり

太田 喜幸 石田 真澄 阿部 真悟

佐久間　勇起 大峯　拓馬 新井　裕香里

数馬　周平 登坂　美波

冨所　一成 小嶋　保久 星野　優樹

中野　圭一朗 小林　弘明 久保田　篤

佐々木 修一 工藤 由美 藤巻 恵美子

徳永 直樹 村山 尊礼

北原 弘文 關本 丈夫 内林 隆一

菊地 陽輔 白倉 香苗 大内 彩

井上弘貴 中松唯姫 山口祐也

芦田花織 瀬川大輔

宮本 浩平 佐藤 聖美 國吉 真哉

坂本 唯 田村 海輝

奥野 信太郎 菅 隆悦 山本 登喜子

日陰 和幸 高石 一哉 根本 則子

松本猛 井川将義 澤本英樹

鬼崎 明香 鬼崎 幸汰 鬼崎 和雄

鬼崎 圭佑 鬼﨑 美智子

飯塚 有貴 大阪 柾元 小澤 信彦

稲田 智之

135 おにちゃんズ 1時間49分08秒

136 TOKO-づか組 1時間49分11秒

111 ゴーマンサックス 1時間47分46秒

150 楽しく走り隊 1時間48分40秒

125 TOKO-いの組 1時間47分09秒

132 腎クリ世田谷Ｈ 1時間47分13秒

131 変態戦隊 1時間45分47秒

109 ダメデショアイスランド 1時間46分38秒

127 PickGoカピパラ 1時間44分23秒

THNK’s122 1時間44分50秒

102 がむしゃら太陽 1時間42分46秒

108 〇野アクティ部Z 1時間43分48秒

126 チームぶんぶん2007 1時間41分15秒

112 ビシビシフィナンシャル 1時間41分18秒

リアボルド①128 1時間39分54秒

110 トップガンスタンレー 1時間40分22秒

134 た行の仲間たち 1時間38分20秒

120 SI&C 1時間39分32秒

101 チームHZB 1時間37分07秒

119 PickGoフクロウ 1時間37分31秒

114 ORCチームA 1時間34分46秒

138 駿台RC Bチーム 1時間36分49秒

148 チームドバイ 1時間34分17秒

142 SOGs 1時間34分32秒

118 腎クリ世田谷S 1時間33分16秒

143 PE＆Run赤組 1時間33分56秒

144 PE＆Run白組 1時間32分24秒
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男女混合の部
順位 No. チーム名 記録

田村 由美子 島田 泰行 安藤 友久

上田 恵美 横塚 理恵 大田 智雄

奥田　光 武藤 大樹 猪狩 竜哉

島田 美雪 三浦 真由佳 市村 妃蘭

順位 No. チーム名 記録

植村 克秀 小林 一美 冨沢 正幸

白石 敏雄 佐藤 哲也 山口 茂人

深堀 俊輔 小棚木 康晴 石井 大

藤本 佳子 新井 雄二 松井 理恵

吉田 直樹 工藤 真澄 奈良島 信泰

藤野 多賀子 堅田 薫 宇佐美 篤

山元 明 宮地 洋一 太田 開介

正井 正彦 佐井 孝之

庄司 寿浩 齋藤 雅子 小澤 望

森 紀夫 水崎 健二 本田 愛子

藤野 哲郎 谷村 節子 中西 照男

烏田 達也

徳永 竜二 田中 日世志 鈴木 カオリ

佐藤 英一郎 青山 順子

順位 No. チーム名 記録

中原 久代 川合 千春 佐藤 寿枝

塩崎 颯花 片山 麻美 海老原 美保

阿由葉 房子 堀江 昌枝 鳥井 弥生

鏡石 幾子

コール ビリー 久保 書枝 大谷 京子

茂木 千夏 横張 裕子 須田佳奈子

ファミリーの部
順位 No. チーム名 記録

小林 健太郎 小林 智美 小林 真翔

順位 No. チーム名 記録

猪股　和真 児山　一颯 西森　康晴 山西　七菜 中尾　葉凪

小林　丈瑠 佐藤　湊 冨岡　琉海 若月　梨沙 三輪　遥人

潮田　敦 潮田　真那 田口　豪太 田口　友稀 谷本　一真

中村　天祢 玖田　健人 長谷川　美愛 長谷川　聖澄

選手名

壮年の部
選手名

女子の部
選手名

選手名

小学生の部

ナイスおっさんA 1時間21分34秒

ヨガラン監督組

ピクルス

らいぺ

1時間27分33秒

1時間28分25秒

903 ブレーランズ 1時間34分16秒

901 響魂A 1時間26分23秒

902 有明RUNRUNRUN 1時間29分54秒

601 Kirby 1時間50分21秒

804 花水木R C 1時間54分25秒

802 響魂B 1時間39分16秒

801 TORY組L 1時間40分15秒

富津練習会女子803 1時間19分11秒

706 水泳クラブおやしお 1時間39分29秒

704

703 ヨガラン助監督組 1時間36分40秒

707 あかばね楽走会 1時間38分14秒

1時間26分01秒

TOKO-やま組 1時間35分26秒
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705

702
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2
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1

1
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選手名

1

2

5

6

7

301

302

ポポロAC乙 1時間14分48秒


