【リザルト】 ( 1 / 4ページ )
3時間リレーマラソン 男女混成の部
順位 No. チーム名
1

278

2

260

3

241

4

274

5

262

6

225

7

266

8

230

9

270

/

チームメンバー

明大同

黒川 恵輔/向後 功一郎/船水 渉行/佐野 彩芽/神澤 悠太/井水 啓人/石川 和司/八巻 あり彩

Team yuu ☆

市田 真己/太田 一志/澤 一弘/木村 貴之/かみや はやと/五十嶺 綾/森川 優

葛川七郎＋山国あかり

葛窪 千晴/森川 琢也/川嶋 七彩/山田 達郎/山国 恵美衣/加藤 あかり

中袖ＳＲＣ-A

中井 一宙/荒瀬 智洋/高島 健夫/尾留川 淳/佐武 均/川口 裕夫/加藤 孝二/高橋 絹代

Team yuu ♧

水川 あさみ/伊奈 律子/守谷 恭子/岩田 真由巳/松田 耕治/山地 克徳/本間 聖也

ままどーるズ

比佐 学/関口 悦史/井関 康弘/山﨑 郁織/比佐 麻衣子

Turtles

高野 公史/小島 琢也/Ｓｃｈｏｕｔｅｒｄｅｎ Ｋｒｉｓ/霜越 正義/中島 理夫/永野 貴範/栗田 昌幸/城取 小夜子

きばザエモンA

広田 直樹/小林 琢磨/安井 千晶/奥田 祥子/藤 正博

チームＨＧＳＴ命

酒井 浩志/梅原 由佳/清水 謙治/末岡 義人/大島 徳夫/岡部 健彦/中井 舜介/木内 学

Team yuu ♫

増田 寿子/水谷 美乃里/関田 優子/山崎 彰子/小野澤 洋二/菱川 公彦/上野 晃

登歩の会

初山 将史/猪野 一輝/池上 恭平/ルートヴィック・ゲオルグ/和久田 甲/松嶋 佑汰/倉持 はるな

ふなっしょー

池田 慎太郎/綱谷 大輔/服部 翔太郎/石村 祐輝/三澤 優奈

森の苔走遊会

新野 賢一/新野 典子/新野 元哉/新野 琴菜/新野 陸人

チームアクアＡ

喜多 尊彦/三橋 一文/高倉 理恵/伊藤 昌弘/川崎 弘充/石井 隆/最上 健/岩埜 直史

えつこ倶楽部

金子 誠/指澤 佳代/渋谷 洋介/吉田 恵津子

Legende-B

田村 隆/松坂 和広/塚本 奈巳/満屋 邦宏/荒木 孝将/佐々木 雄大

児玉JAPAN

児玉 昌之/渡邊 由美子/斉藤 美和子/高橋 陽子/小幡 晋/伊藤 彰啓/海保 剛/篠宮 俊弘

Legende-A

佐藤 英人/小谷 美嗣/酒巻 博/山口 創一/樋口 彩織/石川 すみれ

タネのサカタ

栗原 伸弥/野原 友輔/飯田 理恵/内海 えみ/杉原 雄一/多田 直史/柳 知直

りほっしーず

池田 里歩/呉屋 共春/佐々木 隆紀/福島 優治/北村 勇人

東京ドイツ村チームホーリー

山尾 隆一/古村 綾子/樫村 要/本澤 和典

ベッケンバウアー

今井 浩司/入江 純子/上田 剛一郎/太田 理恵/浅原 美穂/後藤 敏雄

HFCチーム1

大久保 圭海/前田 真/早川 譲/安倍 浩昭/入谷 有香

チームまきのみA

倉田 一郎/浜崎 和音/二村 佳代子/宮坂 拓也

きばザエモンB

金澤 一郎/矢島 明伸/栗木 美沙/山本 明日香/伊藤 美哉

中袖ＳＲＣ-Ｂ

箕輪 晃/三平 敬太/岩政 健司/田中 満/竹内 三千夫/土谷 勇人/土谷 宏子/児玉 重子

BeeRun1

榎本 佳文/坊 隆行/菊地 和馬/廣瀬 朋貴/萩原 昇平/浦 功将/林 李砂

HFCチーム2

松村 一仙/神谷 勇輝/坪井 公司/平林 みどり

HFCチーム3

河内 翼/鳥居 健太郎/五十里 晋悟/小林 真弓

ライラ木更津

立川 宜嗣/立川 あけみ/西 克夫/若菜 貴/中島 伸晃/神子 達也/伊藤 裕子

HMC チームＭ

井上 綾/國納 正伍/高屋敷 純子/濱脇 宏二/関川 有之/松竹 康輔/鶴岡 章央

GPA-1

五十嵐 牧子/本宮 千晴/岩澤 利樹/日暮 一弥

42 2:57:01.90

0:00

36 2:57:58.70

-6 Lap

36 2:59:43.70

-6 Lap

33 2:55:24.00

-9 Lap

32 2:59:16.20 -10 Lap
31 2:56:21.10 -11 Lap
31 2:57:30.00 -11 Lap
31 2:58:24.60 -11 Lap
30 2:54:01.50 -12 Lap
30 2:58:04.40 -12 Lap

10 261

30 2:58:20.80 -12 Lap

11 289

30 2:58:38.00 -12 Lap

12 235

30 2:59:46.60 -12 Lap

13 236

30 2:59:55.00 -12 Lap

14 267

29 2:56:49.00 -13 Lap

15 217

29 2:56:51.70 -13 Lap

16 253

29 2:57:19.70 -13 Lap

17 265

29 2:57:38.90 -13 Lap

18 252

29 2:58:22.90 -13 Lap

19 307

29 2:58:50.20 -13 Lap

20 237

29 2:59:30.30 -13 Lap

21 227

29 2:59:45.60 -13 Lap

22 249

29 2:59:58.80 -13 Lap

23 228

28 2:53:57.80 -14 Lap

24 292

28 2:54:32.50 -14 Lap

25 231

28 2:55:03.20 -14 Lap

26 275

28 2:55:04.50 -14 Lap

27 257

28 2:55:18.20 -14 Lap

28 214

28 2:56:19.10 -14 Lap

29 215

28 2:57:19.60 -14 Lap

30 259

28 2:57:22.70 -14 Lap

31 286
32 220

1周の距離 :1.5km
スタート時刻 :10:01:00
周回数 タイム トップ差

28 2:59:01.90 -14 Lap

【リザルト】 ( 2 / 4ページ )
3時間リレーマラソン 男女混成の部
順位 No. チーム名

/

チームメンバー

HFCチーム4

田胡 文利/久田 正人/吉原 明花/山口 和昭

東京ドイツ村チームアンジー

高宮 拓児/門屋 勇希/山野 広太/三浦 正人

疾風迅雷！野球街陸上部

熊谷 健太/林 賢佑/栗原 菜美子/佐藤 尚起/宮城 愛子/西村 侑里子/道阪 哲治

シューマッハ

冨田 道也/石川 亜矢子/山本 浩二/中川 礼子/吉田 紀子/鈴木 達文

アツッ燃えてます

山本 麻美/山本 和巳/山本 燃子/山本 熱子

スピードシンシャイン復活のＩ

山田 尚玄/岡田 紘子/泊 健二/清水 裕/飯島 哲也/河野 智也/内山 友花

おさんぽ同好会

山下 毅/内藤 雅/川村 亮介/佐々木 恭征/吉田 智子/村田 沙織

anan総研マラソン部

村上 ゆき/吉田 まりみ/亀田 夏美/高木 晴香/平沢 由貴/斎藤 アリス/中山 ひろし/小野塚 稔

EUロールアウト2015

吉田 直晃/平川 英恵/安田 有里/佐々木 麻未

チームカワシマ

齋藤 萌/久米 絢子/石井 佑佳/川嶌 正/茅野 大樹/川田 周平/安藤 貴善

たかぴょん

細川 洋輔/野村 拓也/池田 友紀/池田 智悠/細川 大輔/鈴木 貴弘

BeeRun2

月山 敦詞/佐野 俊二/外山 公一/山田 俊輔/福田 太希/劉 暁夕/橋田 直紀/藤原 藍里

SHIGEKI

林 あかね/青木 茂樹/後藤 紀久/勝又 浩介/大久保 成/石田 健輔/松井 萌未

みどりの丘 with 吉田くん

武内 大悟/山﨑 英徳/笹本 和也/吉田 勝生/林 智子/藤田 勇人

ランバロス！

小牟禮 智浩/佐藤 麻里子/小椋 裕之/三山 幸枝/古澤 大輔/橋本 伊代/永瀬 悟志/君島 裕子

コットン・ヒルズ

植木 浩之/外間 文子/井出 優子/岡野 玉留

たま

木村 淳一/木村 綜太/木村 雪乃/鈴木 友歩子/石井 滋/石井 翠/石井 聡

ＣＣＨＯＲ２

羽二生 好江/岩井 潤/長友 祐貴/山内 麻奈美/加藤 多恵子/高橋 沙織

チームアクアＢ

佐久間 大介/山口 絵理/鶴岡 真司/一色 弥生/石渡 豊/野呂 幸晴/奥田 理沙/秋山 貴則

ブローウィッシュC

高木 理智/新堀 秀和/紺野 雅晃/水野 郁太郎/渕上 真臣/井田 由香里

チームこがせん

古賀 拓哉/赤須 昌則/鈴木 ともこ/林 浩平/芹田 麻由子

ぷろぱんず Team Ａ

中神 勝也/木島 忍/八木 利也/八木 知恵子/伊藤 俊/清水 学/鳴谷 拓人/大山 龍太

AMA走

柴崎 英治/奥山 清美/日沢 健太/大友 聡/山内 智博/鈴木 慎也/財前 拓

CCHOR1

松原 恵/原田 翔子/柏木 富子/野村 幸平/萩原 紗織/平田 舞/森繁 秀太

颯太とゆかいな仲間たち

峯島 信久/峯島 優花/原 伸禎/原 智子/小川 恵梨/三上 颯太

TORAのANA

宮園 研一/岡野 睦/田中 敦弥

ぷろぱんず TeamＢ

大橋 崇伸/田中 威/塚田 博/木下 和之/斉藤 矩康/五十嵐 美紀/吉野 純一

LinoLino

中山 淑恵/中山 哲治/神 由紀/神 賢也/東條 渉/東條 賛子/中山 里菜/中山 美来

チームアクアＣ

吉田 太陽/仁平 貴子/時山 みゆき/白鳥 寿/伊藤 弥生子/前田 達哉/堀切 健一/長尾 正利

メッチャ走ろう会

鈴木 豊/堺 節三郎/安倍 保男/遠藤 成隆/菊池 泰代/鈴木 美奈子

ちーむしもあさ

下浅 さつ子/土屋 英樹/栗原 奈津子/稲垣 浩一郎

ぷろぱんず TeamＣ

船津 好彦/萩原 克二/山内 弥生/北川 範彦/中村 友樹/権藤 陽平/成田 大輔

周回数

タイム トップ差

28 2:59:15.20 -14 Lap

33 216

27 2:52:57.40 -15 Lap

34 226

27 2:55:09.70 -15 Lap

35 305

27 2:56:02.20 -15 Lap

36 242

27 2:56:53.30 -15 Lap

37 211

27 2:57:10.50 -15 Lap

38 306

27 2:58:23.30 -15 Lap

39 240

27 2:58:35.90 -15 Lap

40 283

27 2:59:26.50 -15 Lap

41 212

27 2:59:36.00 -15 Lap

42 308

26 2:51:55.50 -16 Lap

43 244

26 2:53:49.30 -16 Lap

44 276

26 2:53:58.50 -16 Lap

45 255

26 2:54:41.30 -16 Lap

46 250

26 2:54:52.10 -16 Lap

47 279

26 2:56:27.10 -16 Lap

48 219

26 2:56:30.30 -16 Lap

49 256

26 2:57:51.40 -16 Lap

50 301

26 2:58:18.90 -16 Lap

51 268

26 2:58:25.20 -16 Lap

52 248

26 2:59:04.40 -16 Lap

53 233

26 2:59:43.70 -16 Lap

54 316

25 2:54:44.20 -17 Lap

55 254

25 2:55:44.40 -17 Lap

56 304

25 2:55:48.90 -17 Lap

57 243

25 2:55:52.10 -17 Lap

58 208

25 2:56:02.20 -17 Lap

59 311

25 2:56:05.60 -17 Lap

60 280

25 2:56:30.80 -17 Lap

61 269

25 2:56:50.90 -17 Lap

62 251

25 2:57:01.70 -17 Lap

63 291
64 312

1周の距離 :1.5km
スタート時刻 :10:01:00

25 2:57:09.50 -17 Lap

【リザルト】 ( 3 / 4ページ )
3時間リレーマラソン 男女混成の部
順位 No. チーム名

/

チームメンバー

スポーツビズ

山本 雅一/山崎 隆士/鈴木 秀和/元橋 二郎/脇中 滋代/石井 麻由紀/田老 恵子/上野 奈々恵

千葉スカ駅伝部

濱松 義之/新井 広之/白神 淳子/冨樫 一栄

TEAM HIS

飯田 紘貴/清水 亘/矢島 博文/若林 晋光/本間 由佳子

鷹走会

和井内 佳哉子/坂内 敦/平城 尚史/鎌田 洋/高橋 菜穂子/高橋 涼子

ダイナック駅伝部Ｂ

若杉 和正/綿貫 靖子/藤井 綾香/堀 博文/杉山 直人/松井 かおり/渡邊 朋宏

望陀会

山田 久弥/山田 里美/堀川 優一/及川 輝/山田 史恵

あ〇むたっち～ず

麻生 理成/伏木 克聡/澤井 崇/矢野 朋美/及部 優美/中嶋 由美

PONPOKO

竹下 美穂/伊丹 重洋/萩尾 裕二/高橋 尚子/高田 莉沙/佐々木 慎司/竜崎 芽生/高木 悠子

チームまきのみB

荒木 満紀子/大槻 恵利/田村 明花/伊藤 寛男/青山 久美/柏原 成樹/山田 知世/新正 果歩

イチマチムラ

鶴岡 直人/小柴 祥司/横山 眞由美/鈴木 雅之/鈴木 祥子/蛭田 美保子/山岸 直生/富井 里沙

盆栽1

萬方 健介/伊東 健一/小松 美香

カテホチョ

見原 敬基/高森 慶太/地引 めぐみ/坂東 博明/石川 敦正

アルファ・ドリーム

浜 和子/大友 薫/中田 秀明/平本 剛/宮本 伸哉

アルファ・オールスター

木山 典子/塚本 唯真/山下 和茂/石川 春/牛島 信

GPA-2

布施 朝子/野上 恵梨/佐藤 清人/板垣 恵津子

ゆりの木苑A

吉井 秀治/大森 孝太/遠藤 慶一/国分 茜/酒井 由紀/石川 祥吾/田中 佳美

ＨＭＣ チームＡＰＯＬＬＯ

高橋 彩香/沼田 哲平/池松 竹志/岡崎 剛/森本 翔/油田 泰典/大沼 孝

MRC選抜

加納 竜也/山村 浩章/田中 奈緒子/初又 繁/深貝 麻友美/平林 浩

ＳＯ袖ケ浦市陸上

中野 京介/渡辺 研二郎/在原 勇磨/菊池 巧/岡部 透/小野 純平/石渡 美紀子/坪井 梛月

ゆりの木苑B

銅銭 公一/小宮 隆平/宍倉 千郷/齊藤 栄也/戸村 正子/御園 貴夫

早くＢＢＱし隊

荘司 昌胤/鈴木 有夏/高山 京子/鈴木 由紀子/鈴木 絢子/久我 美月

ブローウィッシュA

村端 恵祐/宮崎 俊夫/小野寺 大貴/佐々木 敬宏/船木 直子/渋谷 拓磨

ＮＲＡ麦酒

小茂田 達意/森 美奈子/中筋 雄介

お達者倶楽部

神尾 和江/利根川 英子/上村 和子/山内 美由紀/諏訪 早苗/吉田 多恵/原 雅之/高木 未緒

盆栽２

山本 佳奈/畠山 淑美/小口 尊士/落合 大

カテナッチョ

八重樫 祐介/北野 久子/池田 耕一/本田 真人

M&Y

堀口 貢由/堀口 葉子

チームRIN

松島 勇/松島 久美子

サン・オーシャン・ジョガー

当間 良行/大里 順子/市原 幸一/西丸 由紀/川田 隆一

チーム久保家

久保 晃弘/久保 絵里/久保 拓己

ランジョイ

圖師 和也/山田 崇史/吉野 圭一/横山 綾子

チームタニグチ

石田 雅弓/石坂 美香子/石崎 友香理/谷口 直記/片野 茂/田中 謙次/小宮山 岳人

周回数

タイム トップ差

25 2:57:54.10 -17 Lap

65 288

25 2:58:02.20 -17 Lap

66 222

25 2:58:33.40 -17 Lap

67 296

25 2:59:26.30 -17 Lap

68 300

24 2:53:50.10 -18 Lap

69 284

24 2:56:27.80 -18 Lap

70 298

24 2:56:31.50 -18 Lap

71 299

24 2:56:42.40 -18 Lap

72 277

24 2:57:18.50 -18 Lap

73 315

24 2:57:20.30 -18 Lap

74 314

24 2:57:34.90 -18 Lap

75 210

24 2:58:24.50 -18 Lap

76 229

24 2:59:05.60 -18 Lap

77 294

24 2:59:23.40 -18 Lap

78 290

24 2:59:42.80 -18 Lap

79 221

23 2:50:56.90 -19 Lap

80 313

23 2:51:38.20 -19 Lap

81 285

23 2:52:39.70 -19 Lap

82 239

23 2:52:39.80 -19 Lap

83 263

23 2:55:18.60 -19 Lap

84 302

23 2:56:36.60 -19 Lap

85 246

23 2:56:58.20 -19 Lap

86 247

23 2:57:14.50 -19 Lap

87 204

23 2:57:57.00 -19 Lap

88 264

23 2:58:24.60 -19 Lap

89 224

23 2:59:46.70 -19 Lap

90 218

22 2:52:06.90 -20 Lap

91 201

22 2:53:04.00 -20 Lap

92 202

22 2:53:46.80 -20 Lap

93 232

22 2:54:17.40 -20 Lap

94 206

22 2:55:33.70 -20 Lap

95 293
96 309

1周の距離 :1.5km
スタート時刻 :10:01:00

22 2:57:58.70 -20 Lap

【リザルト】 ( 4 / 4ページ )
3時間リレーマラソン 男女混成の部
順位 No. チーム名

/

チームメンバー

ＮＲＡ双生児

山田 知可子/鹿毛 裕輝/矢島 悦子

KotaRunningClub

大櫛 エリカ/佐々木 梓/川添 由香/田澤 弘太/須藤 博行

仲良し伊藤家

伊藤 康之/伊藤 舞/伊藤 優平

ふれんじゃーず☆

高杉 賢一/高杉 京子/高杉 祐奈/高杉 慶喜/松山 早織/松山 香織/中村 満正

うさぎのしっぽ

和田 法依/和田 春音/和田 龍吉

とみよか

長谷 知之/長谷 美穂/長谷 佳之

ティップネスB

三島 昌彦/永松 美香/服部 拓也/小林 知之/子安 利晴

ティップネスC

畑田 信男/後藤 一恵/森 純弥/小仲井 静香/中村 淳一/岡根 恵理子

伊勢昆布

日高 豪/日高 瞳/海老原 愛/海老原 大作

足立、葛飾、江戸川連合

関 雅彦/草なぎ 峻介/大工 恵介/真坂 勇輝/福井 ひろき/福井 美穂

ＢＳ爆走会

中原 康浩/桐谷 圭三/本吉 正美/石井 美香子

DRC１

土屋 実里/佐藤 百恵/谷本 龍馬/福田 安紀子/増井 祥太/河野 啓太/鈴木 大輔/佐藤 豊

DRC２

岩井 弘幸/小野崎 美祝/神山 拓巳/宇佐美 昴也/宮良 信永/島田 淳/茂木 夏伎/橋本 良二

DRC３

宮崎 浩光/田中 健太/鈴木 知泰/西澤 聖司/塙 敬之/野口 瞳/新谷 也美/髙橋 光

ロッド１

宮鍋 智彦/三浦 詩織/魚住 将人/荻原 崇/安部 恵利香/堀江 洋之/澤山 広夢/小野 秀喜

ロッド２

齋藤 慎也/徳永 吉秀/野口 萌/小林 義明/木下 康太郎/菊池 勲/福田 聖/尾嵜 美穂

TeamNR

太楽 裕貴/谷田貝 篤/高橋 幸司/白井 祐子/赤池 麗華

慶走会

横田 恵実/橋本 知行/ナーシング 広木/ヒルズ 渡邊/ナーシング 藤田/ナーシング 有林/ヒルズ 染谷

DRC４

齋藤 実/阿部 愛華/小林 裕哉/山本 青海/岩群 知佳/本多 星也/長谷部 晴香

周回数

タイム トップ差

22 2:59:03.10 -20 Lap

97 205

21 2:52:15.80 -21 Lap

98 295

21 2:57:15.50 -21 Lap

99 209

21 2:58:20.90 -21 Lap

100 258

19 2:57:28.70 -23 Lap

101 203

19 2:57:37.90 -23 Lap

102 207

17 1:54:33.30 -25 Lap

103 234

17 1:54:33.40 -25 Lap

104 245

15 2:04:55.00 -27 Lap

105 213
106 238
223
271
272
273
281
282
297
303
310

1周の距離 :1.5km
スタート時刻 :10:01:00

5

35:07.20 -37 Lap

0

-42 Lap

0

-42 Lap

0

-42 Lap

0

-42 Lap

0

-42 Lap

0

-42 Lap

0

-42 Lap

0

-42 Lap

0

-42 Lap

