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1周の距離 : 約 1.5km
スタート時刻 :10:00

3時間リレーマラソン 企業対抗
順位 No. (上)チーム名、(下)企業名
1

335 君津FAC
君津消防

2

122 KOG駅伝部
八千代市役所

3

116 TASUKI
暖地園芸研究所

4

123 Turtles
HGST

5

103 ヘタレ会

/

周回数

チームメンバー
鈴出 悠也/泉水 智大/齋藤 忠寛/明瀬 勇輝

タイム トップ差

38

2:59:56

0:00

34

2:58:24 -4 Lap

33

2:56:02 -5 Lap

33

2:59:11 -5 Lap

32

2:54:38 -6 Lap

31

2:57:32 -7 Lap

31

2:59:59 -7 Lap

30

2:56:04 -8 Lap

武内 大悟/山﨑 英徳/笹本 和也/河野 篤史

30

2:59:43 -8 Lap

佐藤 英人/石川 すみれ/塚本 奈巳/中島 真一

29

2:55:05 -9 Lap

29

2:56:12 -9 Lap

杉光 健/秋葉 史晃/竹内 丈人/岡村 周之

29

2:57:00 -9 Lap

酒井 浩志/清水 謙治/末岡 義人/山中 謙亮

29

2:58:05 -9 Lap

竹林 里紗/前山 雄弘/釣 大輔/神子島 卓哉

29

2:58:40 -9 Lap

佐藤 つづみ/赤坂 麻紀子/篠原 知恵/山科 晶子

27

2:58:03 -11 Lap

/飯島 弘希/鈴木 隆太/小山田 隼/宮崎 幸子
松原 圭佑/石原 陽一郎/山崎 大輔/関口 勇治
/押田 昌也/齋藤 岳洋/笠川 滋史/金子 和彦
安田 和巳/安田 英伸/鐘ヶ江 良彦/小宮 朋之
/白井 温/安西 亮佑
Schouterden Kris/木内 学/小島 琢也/ 永野 貴範
/ 栗田 昌幸/真田 繁/浦上 洋輔/橘 敏彰
大當 裕二/谷本 和治

小嶌工業

6

110 アワスマイル 過激派
株式会社脳筋ファイナンス肉体課

7

338 チーバくんランナーズ
千葉県庁

8

113 １Gと保全さん
昭和電工エレクトロニクスー２

9

106 駆けろ！みどりの風

佐藤 優平/菅 悠彦/土

昭博/平島 信介

/佐々木 聖也
笹生 健司/海野 歩/海野 佐紀子/千葉 總一郎
/Ｋｒａｕｓｅ Ｚａｃｈａｒｙ/坂本 真里佳/石井 健司/宮崎 順紀
恵良 多喜夫/津山 智之/田村 千尋/長谷川 浩太
/藤岡 健/北田 誠

社会福祉法人みどりの風

10 344 Legende
日清紡ホールディングス

11 326 おじさんと新婚さん
昭和電工エレクトロニクスー３

12 109 ゆうしゅう園

/酒巻 博/満屋 邦宏/荒木 孝将/山口 創一
田中 貴士/大塚 哲生/太田 一朗/吉田 裕亮
/山口 健洋/梅原 由佳

ゆうしゅう園

13 114 H愛す
昭和電工エレクトロニクスー１

14 305 NEC千葉支社

/岡部 健彦/中井 しゅん介

ＮＥＣ千葉支社

15 340 チームちむちむ
ＮＴＴ 千葉

/吉畑 充/斉藤 弘樹/馬場 裕之/平岩 清一
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1周の距離 : 約1.5km
スタート時刻 :10:00

3時間リレーマラソン 企業対抗
順位 No. (上)チーム名、(下)企業名
16 347 HMC チームH
ダイナック

17 349 東京ドイツ村チームホーリー
東京ドイツ村

18 345 ダイナック駅伝部A
ダイナック

19 203 アワスマイル純情派
株式会社脳筋ファイナンス秘書課

20 348 HMC チームC
ダイナック

21 336 GOLD STAR
有限会社 金星工業

22 328 Teamドラちゃんズ
株式会社スミレ調剤薬局

23 346 ダイナック駅伝部B
ダイナック

24 333 ももくり
リハビリセンター

25 126 HMC チームM
ダイナック

26 323 UBEドック
筑波大学附属病院

27 334 かずさ萬燈会ちいたのマラソン部
かずさ萬燈会

/

チームメンバー
髙橋 紗香/高屋敷 純子/井上 綾/関川 有之

周回数

タイム トップ差

27

2:58:42 -11 Lap

27

2:58:44 -11 Lap

26

2:55:22 -12 Lap

24

2:54:45 -14 Lap

24

2:55:44 -14 Lap

24

2:58:42 -14 Lap

24

2:59:17 -14 Lap

23

2:52:59 -15 Lap

22

2:55:35 -16 Lap

22

2:57:10 -16 Lap

22

2:59:10 -16 Lap

21

2:56:43 -17 Lap

/松竹 康輔/山口 優/蔭山 武志
山尾 隆一/高宮 拓児/山野 広太/古村 綾子
/樫村 要/本澤 和典
新井 大輔/若杉 和正/藤井 綾香/禰宜田 賢二
/中岡 貴/望月 広幸
高木 朋美/大竹 佑実/阿部 紗織/田中 菜々子
/岩瀬 由美/丹羽 風子
神庭 誠/神庭 聖/小川 亨/小川 裕子
/荒川 晃久/荒川 華子/荒川 晃太郎/永井 美波
津留 俊太/山本 兼三/小崎 里海/津留 智子
/津留 良太/渡邉 智春/西口 剛史/矢野 政人
石原 ゆうき/石原 未咲/小倉 愛美/金子 幸
/芝田 由希/丸 智子
渡邉 朋宏/松井 かおり/大石 信恵/杉山 直人
/池田 篤司/横山 耕介
長谷川 圭/牧野 頼彦/星野 桃子/栗原 たけし
/竹田 しんじ/加藤 孝明/吉村 友宏
岡崎 剛/浜脇 広二/島村 剛志/東 龍二
/村重 俊信/平賀 省二/髙橋 澄人
大村 達也/山口 真一/西村 絵里子/豊田 裕美子
/馬込 瑞季/安倍 紗貴
大澤 崇史/安見 行男/飯島 香里/小田 章絵
/工藤 康陽/福地 美智子/前田 未来/横川 幸恵

