
部門順位 ゼッケン 出走者 2本⽬ 合計タイム

 1位 1006 Ｉ．Ａ．Ｒ．Ｃ
石原⽯原 昌、⽊下 雅裕、
佐藤佐藤 佑、永⼭ 周輝

 32:35.86

 2位 1005 BULLET
児島児島 匡希、⼭本 雄治、
山口⼭⼝ 潤、⼩松 弘⼀郎

 33:20.64

 3位 1022 ＲｕｏＲＣ
中村中村 和城、伊藤 健太、
北川北川 瑠應、船尾 和希

 34:50.35

 4位 1004 ビワッシー
石橋⽯橋 滉達、中⽥ 昭、
板垣板垣 渚、樽井 ⼀郎

 35:16.74

 5位 1011 のべやまんずのべやまんず42
松元松元 伸⼀、⾼橋 健治、
矢野⽮野 雄⼆、熊本 匠

 36:29.69

 6位 1017 岩倉市消防本部
二宮⼆宮 楓、鈴⽊ 寿志、
柴田柴⽥ 祐志、伊藤 太⼀

 36:45.27

 7位 1021 (株)⻄村ハム
須川須川 泰⾏、吉⽥ 主、
楠本楠本 泰史、⻄野 太智

 37:52.32

 8位 1023 NRT-A
岩西岩⻄ ⼣⾥⼦、森 圭⼀朗、
松原松原 響平、岡⽥ ⼤輝

 41:14.69

 9位 1010 NSK
藤原藤原 圭太、⽥中 雄⼀郎、
松倉松倉 俊彦、⻘⼭ 洸気

 42:46.12

 10位 1025 MSB チームB
白木原⽩⽊原 健⼈、⼩林 篤史、
梅木梅⽊ 吉成、中島 洋平

 44:28.77

 11位 1016 試作走遊会
高橋⾼橋 三朗、近藤 圭、
清水清⽔ 巌、奥薗 徳明

 44:50.51

 12位 1038 MSB-A
平良平良 朝⼰、⽵⽥ 篤弘、
福井福井 巧⼀、上⼭ 茂晴

 44:54.92

 13位 1012 消指
山成⼭成 正了、⼭本 明郎、
鈴木鈴⽊ 聖⼈、那須 英佑

 46:31.69

 14位 1014 MSB
キュールキュール ピンヤナ、川治 翔⼀朗、
福岡福岡 孝啓、⼩笠原 浩樹

 47:08.51

 15位 1007 チーム三清社
中西中⻄ 智佳、滝⼝ 司、
佐伯佐伯 ⻯、樫⼭ 啓⽂

 47:22.44
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 16位 1044 アイレクスアイレクス2
大津⼤津 輝幸、河辺 晃祥、
鈴木鈴⽊ 伶、久留 秀明

 48:12.26

 17位 1015 thinkrun
長谷⻑⾕ 友紀、藤井 秀司、
大瀧⼤瀧 泰広、浅井 雅之

 48:32.07

 18位 1040 ぷりきゅー
林林 浩之、⻑江 徹、
清水清⽔ 健⼈、伊藤 将平

 49:46.82

 19位 1001 日本新薬アスリートクラブ
柳生柳⽣ 翔⼤、森⼝ 駿吾、
藤田藤⽥ 憲司、松本 毅

 49:56.33

 20位 1034 AMSW⾛団2
寺崎寺崎 明⼦、吉村 ⼀寿、
渡邉渡邉 啓后、川本 崇⼈

 50:00.24

 21位 1032 AMSW ⾛団
佐藤佐藤 顕世、杉⼾ 順⼦、
若月若⽉ 亮、加藤 哲也

 51:15.80

 22位 1003 松陰登山部
長谷川⻑⾕川 裕隆、⾕川 徳宏、
亀本⻲本 健⼀、浅野 達哉

 51:48.37

 23位 1033 AMSW⾛団3
平田平⽥ 実佳、永⽥ 智彦、
黒柳⿊柳 俊宏、⼭根 唯

 52:01.24

 24位 1043 アイレクスアイレクス1
八木⼋⽊ 佑治、神道 輝禎、
笠原笠原 拓⾺、宮崎 智宏

 52:58.87

 25位 1026 メンテメンテRUNス758
菅菅 浩⼀、釘野 公寿、
戎家戎家 隆、塩尻 健太

 53:12.37

 26位 1024 NRT-B
三宮三宮 彩華、⽵井 伸⼀、
森森 佳紀、⼭本 誠⼀郎

 53:23.78

 27位 1031 FCチームA
半谷半⾕ 智弘、是安 英治、
牧野牧野 隼也、中村 匡

 53:47.97

 28位 1042 三井ガーデンホテル
吉田吉⽥ 有希、川野 沙弥⾹、
中原中原 裕也、⽯⿊ 裕介

 54:40.38

 29位 1027 折原山岳隊第１班
折原折原 智明、中⼭ ⼤道、
鈴木鈴⽊ 英祐、楢村 篤史

 54:56.90

 30位 1030 FCチームB
栗山栗⼭ 貴好、瀬⼝ 雄⼠、
鈴木鈴⽊ 智弥、篠原 寛

 56:14.75

 31位 1039 チームチームCHUWA
廣田廣⽥ 純也、村越 章紀、
山田⼭⽥ 将太郎、加藤 浩

 58:05.97

 32位 1041 フルーツサンド
湯浅湯浅 未那、中村 祐⼤、
内山内⼭ 瑞貴、池⽥ 亮真

 58:17.30

 33位 1002 日本新薬アスリートクラブ⽇本新薬アスリートクラブ2
松田松⽥ 紫歩、⼭岡 彩乃、
松田松⽥ 優也、左合 洋平

 59:27.28



 34位 1029 FCチームC
瀬口瀬⼝ 剛、⼾崎 篤、
岡山岡⼭ 英雄、中川 典駿

 1:00:00.02

 35位 1035 OWCN
荒川荒川 貴正、加藤 ⼤覚、
安藤安藤 ⻯之介、宗近 祐介

 1:00:17.13

 36位 1020 はまる担当
田中⽥中 麗、⾕崎 雄⼀朗、
藤本藤本 浩平、中湖 俊佑

 1:00:59.08

 37位 1018 吉田ときどきヨッシー
吉田吉⽥ 健⼀、⼤⽵ 成樹、
江坂江坂 勇太、井野 克彦

 1:03:34.13

 38位 1013 メンテメンテRUNス７５９
長谷⻑⾕ 知美、粥川 裕希⼦、
中村中村 栞、鈴⽊ ⼆朗

 1:04:08.86

 39位 1019 うっちーず
大羽⼤⽻ 美津⼦、橋本 ⼀樹、
内田内⽥ 直将、⼤塚 倫世

 1:06:02.78

 40位 1028 折原山岳隊第２班
長瀬⻑瀬 純菜、森本 亜紗⼦、
大谷内⼤⾕内 幹典、重倉 貴昭

 1:06:31.65

 41位 1036 ザ！カミノカワ
岩田岩⽥ 充恵、前原 定⼦、
中川中川 千加⼦、神ノ川 三枝⼦

 1:10:38.27

 42位 1008 ＮＣＲＣ
小野⼩野 健太郎、前島 功典、
石黒⽯⿊ 修平、鈴⽊ 博之

 1:15:24.98

 43位 1037 クスノセ☆クスノセ☆Family
夏目夏⽬ 彩花、佐藤 瞳、
大坪⼤坪 貴幸、豊⽥ 純也

 1:36:54.50

 44位 1009 やってみようＲＪ
内田内⽥ 加奈⼦、⾥地 佳、
金田⾦⽥ 健治、内藤 充也

 1:38:43.67


