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チーム名　/　チームメンバー

1 258 0:00 18.43 km/h2:55:44コットンＲＣ 36
上野 潤也/須田 修之/緒方 博一/上野 卓也/赤坂 佳紀/黒子 由佳里/柳沢 智仁

2 204 -1 Lap 17.93 km/h2:55:37溝沼ランニングクラブ 35
原田 将徳/高澤 啓之/今入 由記

3 281 -2 Lap 17.10 km/h2:58:51ヒロ親衛隊 34
吉岡 聖晃/長谷川 洋/西脇 章博/東谷 育枝/田中 拓己/岩元 智司/加藤 有里/和田 章宏

4 256 -4 Lap 16.34 km/h2:56:08オレンジリボン 32
吉岡 則重/井上 幸夫/三枝 明/鈴木 剛/飯塚 夕子/松井 卓也/鎌田 剛史

5 285 -4 Lap 16.28 km/h2:56:50ミキティーズ 32
西村 晋一/大河内 美樹/若林 良一郎/根本 勝浩/石渡 祥朗/山口 達也/梅本 瞳/湯浅 統大

6 275 -4 Lap 16.09 km/h2:58:54さくらウィング 32
赤津 誠一/小林 保志/近 祐二/関口 和久/高橋 健司/玉川 享子/小林 佳代子/佐々木 淳

7 239 -5 Lap 15.70 km/h2:57:36ナイトランナー流星 31
戸井田 司/井上 正博/越川 美穂/中村 正/小暮 光宏/加藤 純二

8 237 -6 Lap 15.44 km/h2:54:48筑火猿体力向上委員会 30
汐見 優/汐見 貴子/信澤 真和/結束 一馬/早川 亮/深谷 泰司

9 214 -6 Lap 15.18 km/h2:57:51本当に走るの会　チームC 30
池上 貴良/川端 浩史/池上 麻紀/茂木 ゆかり

10 235 -6 Lap 15.02 km/h2:59:43チーム酒Ｒｕｎ赤 30
池田 正二/工藤 優子/福島 弘孝/橋本 健一/工藤 敏雄/大島 清

11 240 -7 Lap 14.95 km/h2:54:29夏はスイカバー 29
牛木 義/大崎 由紀/牧野 隆幸/小野沢 浩/高杉 一哉/堀込 隆雄

12 232 -7 Lap 14.80 km/h2:56:20KGH 29
平山 信男/佐々木 茂樹/上田 朋希/宮本 卓弥/戸田 紘一/堀越 千明

13 221 -7 Lap 14.78 km/h2:56:29埼玉医大リハA 29
奥貫 慎太郎/関根 佳子/溝口 靖亮/後藤 昂/國田 広規

14 261 -7 Lap 14.72 km/h2:57:15チーム極ZERO 29
木原 誠/小沼 隆/川﨑 理永/矢澤 健児/柴村 明宏/池田 亜衣/栃木 啓太

15 271 -7 Lap 14.66 km/h2:58:00熊谷別府魂走会Ａ 29
大矢 正則/大矢 結花/大矢 咲/押野 太希/閑野 高広/竹内 裕介/田村 裕一/田村 英樹

16 280 -8 Lap 14.49 km/h2:53:54はなみずき天走 28
関口 潤/島田 淳司/茂木 さより/茂木 之誓/戸張 俊/早川 春香/天野 光司/石川 君紀

17 209 -8 Lap 14.39 km/h2:55:02チームみやりん 28
戸村 大希/菊地 翔平/川野 貴博/小山 千尋

18 231 -8 Lap 14.28 km/h2:56:27かわじまかけっこクラブ 28
新井 幸雄/森山 誠二/利根川 誠/平井 仁/谷田部 好/後藤 良介

19 233 -8 Lap 14.20 km/h2:57:22千日走会A 28
藤田 敦司/皆山 明/山田 定雄/渡邊 雄希/別府 伸耕/羽曽部 汐里

20 286 -8 Lap 14.18 km/h2:57:42チームかめろん 28
本田 祥崇/日毛 亮祐/大村 友希/江口 正史/中川 佳紀/鈴木 直人/成恒 暢/佐藤 雅規

21 252 -8 Lap 14.17 km/h2:57:44ヤスシマン 28
谷口 泰也/森 泰/熊谷 光留/渡辺 勇士/川上 博子/原田 亜由未

22 230 -8 Lap 14.14 km/h2:58:11えびラン 28
佐藤 和行/川渕 真吾/脇上 麻衣/松永 重人/Ａｓａｎｏ Ｍａｓａｙｏｓｈｉ/Ｎｏｇｕｃｈｉ Ｍｉｚｕｋａ

23 248 -8 Lap 14.12 km/h2:58:22バーニングアタック 28
市川 琢麻/茂木 崇/北浦 宏幸/大友 雄矢/成田 美希/増尾 優香

24 253 -8 Lap 14.04 km/h2:59:23YAYOI 28
佐伯 優/清水 裕/北林 謙太/佐藤 やよい/原川 弘美/関口 可愛

25 250 -8 Lap 14.03 km/h2:59:35本当に走るの会チームB 28
中山 美和/安藤 咲恵/中嶋 香織/小内 則男/内田 祐貴/渡辺 直子

26 227 -8 Lap 14.00 km/h2:59:59MRC 28
瓜阪 哲雄/大野 企現/上原 咲映/高野辺 慶/林 純一

27 216 -9 Lap 13.90 km/h2:54:45えびラン 27
増渕 恵一/浅田 善幸/細田 好花/山口 勲/石崎 清和

28 212 -9 Lap 13.85 km/h2:55:22TRC4 27
後藤 智広/野中 理孝/清水 克也/長野 麻美

29 215 -9 Lap 13.81 km/h2:55:55負ける気がしない 27
宮崎 真央/石川 祐美/加藤 辰也/浅見 朋典

30 267 -9 Lap 13.78 km/h2:56:16SCRC 27
鈴木 伸貴/野本 泰平/木村 亮/下田 純子/箕浦 直美/宮原 庸介/栗原 綾子/高橋 伸政
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31 288 -9 Lap 13.74 km/h2:56:44JOYFIT 27
小田 輝幸/小田 優子/木村 瑞穂/関根 豊/中村 政彦/田辺 美樹

32 211 -9 Lap 13.66 km/h2:57:49TRC3 27
諸田 直也/天方 亨/遠藤 俊輔/小柳 紗央織

33 276 -9 Lap 13.64 km/h2:58:02チームAFC 27
飯野 潤/中島 武男/六本木 昌宏/森 孝志/草野 直希/篠崎 有史/並木 徳子/戸森 正人

34 223 -9 Lap 13.64 km/h2:58:03ヒゲ坊主の一味 27
夢川 達也/中野 由美子/鈴木 文男/向井 政幸/吉野 喬

35 262 -9 Lap 13.62 km/h2:58:17爆熱アラサー組 27
須貝 雄太/川原田 諒/杉山 寿子/河野 美樹/藤井 亜由美/臼井 正憲/臼井 十実

36 277 -9 Lap 13.62 km/h2:58:19チームぐりんぼう 27
葉山 秀彦/菊地 賢一/清水 勇/田畑 俊晴/飯田 格司/蜂谷 学/横井 晋平/板場 彩

37 260 -9 Lap 13.60 km/h2:58:36ゼリア新薬 27
三輪 昌弘/秋元 俊一/井上 尚典/河内 雅直/笠谷 尚弘/福田 三智子/長田 京子/栄沢 大樹

38 229 -9 Lap 13.58 km/h2:58:53今丼～今井増し～ 27
斉藤 正人/吉田 和彦/瓜田 真理/萩原 敬士/大塚 恵/今井 健

39 220 -9 Lap 13.58 km/h2:58:54埼玉医大国際リハ 27
山崎 宗隆/播本 真美子/蓮田 有莉/井上 真秀/高石 真二郎

40 222 -9 Lap 13.58 km/h2:58:55埼玉医大リハＹ 27
大崎 諒/江﨑 玲奈/山中 徹也/松本 幸大/名嘉 寛之

41 265 -10 Lap13.42 km/h2:54:21楽姿完走会＋笑顔 26
黄木 奈々絵/千葉 広美/小宮 巧/平井 正敏/宮崎 洋司/藤田 貴志/保科 順一

42 249 -10 Lap13.38 km/h2:54:52盆栽２ 26
伊東 健一/中井 大介/中井 涼子/芹田 詩織/畠山 淑美/三輪 功

43 228 -10 Lap13.23 km/h2:56:46今丼～今井抜き～ 26
石川 達郎/松葉 美栄子/佐伯 真吾/新井 達也/伊藤 真之/新井 陽一

44 278 -10 Lap13.16 km/h2:57:45中央化学AC 26
小島 豊/山口 敏男/江藤 真二郎/稲垣 繁/竹渕 良太/岡本 恵美子/竹内 紀子/都筑 亜也子

45 287 -10 Lap13.12 km/h2:58:16JOYFIT 26
安島 友美/稲村 吉昭/大國 晶子/太田 順一/清水 薫/真下 文弥

46 226 -10 Lap13.10 km/h2:58:32MATSUTAKU 26
米本 秀高/森川 直紀/松本 卓也/文倉 将志/文倉 美里

47 210 -10 Lap13.10 km/h2:58:34TRC1 26
為貝 憲人/岩村 隼/谷津 功也/佐々木 温美

48 254 -10 Lap13.09 km/h2:58:42楽喜走会 26
清水 ひとみ/清水 隆夫/塩田 容子/塩田 稔/岡村 邦夫/岡村 久美子

49 270 -10 Lap13.08 km/h2:58:45黄色信号では止まれ 26
金兵 孝太郎/竹内 翔太/野尻 孝幸/前川 晋平/吉田 大恭/池田 健/長妻 竜二/町田 幸絵

50 208 -10 Lap13.07 km/h2:58:57チーム、スゴイっす 26
平野 将嗣/今井 克己/三好 誠二/中村 綾乃

51 284 -10 Lap13.01 km/h2:59:45熊谷特別支援学校B 26
大城 呂介/小嶋 仁美/島 皐月/大島 啓輔/永松 秀康/池田 匠勝/渡邊 庄元

52 217 -10 Lap13.01 km/h2:59:47ケイアイ　チームＫ 26
西河 大輔/寺石 彩甫/大澤 龍太郎/松川 綾太/勝俣 誠也

53 255 -10 Lap13.00 km/h2:59:59SHR2542 26
小林 和晃/内山 和広/高山 明子/小菅 朋子/大竹 康寛/鷲田 彩絵/増田 祐一

54 282 -11 Lap12.89 km/h2:54:25Footbag 25
稲葉 邦彦/長部 智美/中島 弘貴/南崎 惠/稲葉 恵津子/土山 直也/高橋 史名/中村 哲平

55 279 -11 Lap12.81 km/h2:55:31バーニングラブ 25
嶋津 秀貴/佐藤 優介/澤村 亜紀子/笛木 充/谷村 友香/坂倉 由隆/伊藤 理恵/斉藤 京子

56 263 -11 Lap12.81 km/h2:55:35Ｐｒｏ－Ｒ 25
山田 啓二/田島 あづみ/永川 聖子/椎木 明/北岡 豪史/安田 則之/松原 昭博

57 218 -11 Lap12.77 km/h2:56:04小出真貴クッキングスタジオ 25
小椋 聡/田島 稔/青木 美帆/林 飛鳥/久保田 敏治/渥美 朋世

58 289 -11 Lap12.74 km/h2:56:33うなぎねこ 25
金井 直行/和田 純一/塚越 香菜/齋藤 優貴/菊池 くらら/鈴木 紅音/飯嶋 康介

59 224 -11 Lap12.71 km/h2:56:57盆栽1 25
小松 美香/関 卓人/萬方 愛/萬方 健介/山本 佳奈

60 203 -11 Lap12.64 km/h2:57:52新生MJPM-2 25
入江 健太/松田 千寛/白井 与土
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61 247 -11 Lap12.64 km/h2:57:56ＨＥＡＲＴ会チームＦ 25
加藤 英樹/染谷 達也 /青木 久夫/加藤 貴信/森村 一音/横溝 由美

62 219 -11 Lap12.61 km/h2:58:24さいたまAC 25
安田 淳/新井 伸明/吉野 良/明円 真吾/蒲田 祥平

63 242 -11 Lap12.57 km/h2:58:58日東特電Ｂチーム 25
堀江 洋一/徳永 孝志/田部井 俊幸/福地 彩乃/樺山 雄哉/二渡 貴斗

64 244 -11 Lap12.56 km/h2:58:59ＨＥＡＲＴ会チームＣ 25
丸橋 英徳/江本 武泉/岡田 幸久/丸橋 紀美子/須永 晃希/伊藤 憲秀

65 234 -12 Lap12.60 km/h2:51:20楽しく！２０周♪ 24
備前島 弘賢/高橋 敦/松島 卓之/湯澤 方敏/野澤 由記子/大場 美穂子

66 259 -12 Lap12.44 km/h2:53:34青巻紙黄巻紙赤巻紙 24
小澤 秀一郎/石川 弘美/青木 遼/木村 恭子/金津 宏明/高野 夏実/市川 智絵

67 274 -12 Lap12.34 km/h2:55:00KONGOU 24
井野 義也/須藤 由成/岡田 治樹/高山 隼一/羽島 隆/細川 愛未/脇谷 万莉子/石井 祐輔

68 269 -12 Lap12.29 km/h2:55:43上柴・ＷＥＳＴ・４・Ａ53 24
福島 勤/佐々木 功/溝口 芳治/浅野 崇/西 嘉子/中島 智枝/溝口 美智子/佐々木 淳子

69 241 -12 Lap12.29 km/h2:55:43日東電機Ａチーム 24
笠井 徹也/杉崎 志光/綱川 通/落合 美有紀/前原 香菜/小須田 貴之

70 236 -12 Lap12.26 km/h2:56:08チームゆーすけ 24
浜田 昌樹/松村 祐亮/西潟 裕貴/柴崎 幸恵/伊藤 夢香/愛敬 裟弓

71 273 -12 Lap12.23 km/h2:56:36ケイアイスターズ 24
瀧口 裕一/山田 阿寿香/小林 真奈/久田 つばさ/高中 良樹/山崎 裕太郎/西橋 香織/藤井 咲月

72 202 -12 Lap12.22 km/h2:56:37ADRENALINE 24
五十嵐 智貴/五十嵐 未央/北村 研

73 272 -12 Lap12.03 km/h2:59:26熊谷別府魂走会Ｂ 24
秋元 伸浩/神田 弘之/神田 かずみ/柴崎 勇一/田中 純一/田村 エーリンダ/中村 英明/三宅 理江

74 268 -12 Lap12.02 km/h2:59:38がくにゃん太 24
三ツ井 清貴/二木 保吉/江口 智/星野 浩一/高芝 由美子/河村 みゆき/浅川 貴文/村上 美佳

75 290 -12 Lap12.01 km/h2:59:49ＨＥＡＲＴ会チームＢ 24
西田 和正/大谷 秀夫/山本 龍紀 /岡山 咲野/高野 智弘/下橋 勉 

76 243 -13 Lap12.03 km/h2:51:58ＨＥＡＲＴ会チームA 23
畑山 一志/中村 行秀/斎藤 伸一/山同 喜太郎/林 真理/鈴木 孝一郎

77 207 -13 Lap11.89 km/h2:53:58Team SCMC2 23
栗原 淳/轟 隆也/榊田 真一/鈴木 愛

78 205 -13 Lap11.88 km/h2:54:11タンポポRUNRUN２ 23
矢野 智子/矢野 健/木下 智英子/値賀 風花

79 245 -13 Lap11.82 km/h2:55:01ＨＥＡＲＴ会チームＤ 23
田中 達也/新井 真紀/征矢野 始/中野 雄太/内田 覚/内田 壮人

80 257 -13 Lap11.72 km/h2:56:29ＲＲＣ－ＫＲＣ 23
松島 幸康/渋倉 有司/赤塚 典明/西村 剛/菊池 祥吾/鯉沼 香織/長澤 真由美

81 206 -13 Lap11.72 km/h2:56:36Team SCMC1 23
中村 肇/巻幡 学/新谷 朋亮/染谷 紀香

82 266 -13 Lap11.61 km/h2:58:11あい☆のみRUN部B 23
四分一 幸枝/保泉 由梨奈/矢島 未紗/田中 愛/金田 苑美/飯嶋 浩司/高瀬 雄大/櫻井 裕介

83 213 -13 Lap11.61 km/h2:58:14なっからグンマー 23
鈴木 英樹/稲葉 雄一/松本 貴子/小笠原 裕美

84 225 -13 Lap11.59 km/h2:58:27本当に走るの会A 23
塚原 宏美/岡 千栄/加藤 悦仁/田島 紀江/小澤 健悟

85 251 -13 Lap11.54 km/h2:59:19MRC 23
茂木 克仁/三浦 育子/酒井 大助/高橋 淑子/清水 麻美/富田 江美

86 246 -15 Lap10.75 km/h2:55:44ＨＥＡＲＴ会チームＥ 21
斎藤 賢介/佐藤 有一郎/寺井 芳敬/阿久津 義宏/中島 琴美/加藤 尚也 

87 201 -16 Lap10.34 km/h2:53:57アイソタクチックス 20
河井 貴彦/千田 麻理/大竹 秀法

88 264 -16 Lap10.34 km/h2:54:00三浦農園じゃがいも部 20
冨樫 やよい/西村 基和子/岡田 里沙/深作 守/三浦 慶彦/本間 健太/嶌田 朋宏


