【RUN リザルト】
男子の部
順位 No.

( 1 / 3ページ )

1周の距離 :1.5km
スタート時刻 :16:30:00

チーム名 / チームメンバー

周回 タイム トップ差 平均時速

055 みずいろクローバーZ

神尾 祐治/深井 大輔/佐久間 太成/田村 聡/江口 匡彦/江口 大聖

1

39 2:56:54

045 クールシックス

石原 博之/柿谷 勝/吉岡 和弘/森田 俊明/島田 隆史/町田 進

2

36 2:58:12 -3 Lap 18.18 km/h

029 ポニーズ

星野 和幸/山部 佑太/小関 優斗/佐々木 啓介

3

36 2:59:28 -3 Lap 18.05 km/h

4

042 ベアリスＲＣ激辛

加藤 直人/森 芳紀/人見 克也/島田 宏幸/鈴木 保博

35 2:59:23 -4 Lap 17.55 km/h

071 ドリームＫ３

佐藤 明徳/秋山 勇人/寺崎 桂/飯野 正信/伴場 正憲/嶋村 修/中島 勝則/岡本 靖弘

5

35 2:59:49 -4 Lap 17.51 km/h

064 あかね走友会

関根 由男/島崎 信男/細井 理司/福田 浩/荻野 清二/赤坂 直樹/橋本 浩/萩原 泰彦

6

34 2:55:16 -5 Lap 17.45 km/h

033 行くぞ！３１周！！

茂木 穣/水野 安宏/黒田 和宏/佐藤 茂幸/井桁 洋

7

34 2:56:56 -5 Lap 17.29 km/h

069 低層ウィンドシアー

渡辺 健吾/鈴木 悠/徳渕 佳成/佐藤 圭太/後藤 和紀/水流 啓太/杉本 満/工藤 彰徳

8

34 2:58:53 -5 Lap 17.10 km/h

034 MEMランナーズ

齋竹 基仁/込山 和男/田中 俊大/三谷 宏樹/堀川 恒平

9

33 2:56:49 -6 Lap 16.79 km/h

008 1600bar

松木 宏/井本 裕二/大嶋 豪

10

32 2:56:18 -7 Lap 16.33 km/h

020 WRC Aチーム

細田 操/鬼塚 康弘/鈴木 弘一/野口 史博

11

32 2:56:56 -7 Lap 16.27 km/h

023 チームA

榊原 幹人/田島 英夫/山室 正倫/吉村 充弘

12

32 2:57:25 -7 Lap 16.23 km/h

073 日本フエルト

西方 遼介/平塚 一哉/山崎 幸広/島田 祥平/西木 雅裕/松本 賢一/上田 和貴/武井 大河

13

32 2:57:35 -7 Lap 16.21 km/h

031 吉川美南高校RC

本島 陽介/相馬 賢一/工藤 弘晃/遠藤 修平

14

32 2:58:49 -7 Lap 16.10 km/h

063 あい☆のみRUN部A

影山 琢也/中島 知哉/宮地 史也/岡部 充博/内部 浩由/古野 翔/橋本 正/堀口 卓

15

32 2:59:10 -7 Lap 16.07 km/h

043 ベアリスＲＣ中辛

鈴木 竜一/並木 継成/黒澤 永/小谷 邦彦/田島 宏志

16

31 2:56:25 -8 Lap 15.81 km/h

17

056 ランニングレンジャー

森田 慎吾/宮北 周/芳野 哲真/本間 健一/堀田 徹/田野 裕秋

31 2:56:38 -8 Lap 15.79 km/h

065 石井クリニック

桜井 徹也/田中 淳/新井 努/李 陽秀/森 幸紀/吉岡 佳介/久保田 圭祐/吉澤 翔平

18

31 2:58:41 -8 Lap 15.61 km/h

053 ほりちゃんパンティ～ず

渡辺 悠/高橋 翔也/町田 剛史/小林 良平/儀丹 義人/坂本 巧

19

31 2:58:41 -8 Lap 15.61 km/h

20

037 チームあけちゃん

高山 敏彦/明戸 孝夫/目黒 豊人/森 隆/山本 武久

31 2:59:19 -8 Lap 15.55 km/h

080 熊谷特別支援学校A

生駒 敏大/赤羽 力也/森瀬 優大/山下 元気/橋爪 社元/増田 純也/西村 雄太/丹羽 史和

21

30 2:53:46 -9 Lap 15.53 km/h

047 コマツ パワー

門脇 林太郎/濱田 直志/大福 達也/東嵩西 祐介/水野 敦友/平山 秀文

22

30 2:56:27 -9 Lap 15.30 km/h

046 ケセラセラ

内田 修平/柴山 和広/田邊 直輝/嶋田 大輝/近本 圭祐/鬼谷 亮太

23

30 2:59:47 -9 Lap 15.01 km/h

074 本庄総合病院ランニングチー

小関 淳/丸橋 憲/佐藤 真紀/小川 純輝/松本 昌尚/藤生 大我/鈴木 鷹士/正木 裕人

24

29 2:54:15 -10 Lap14.97 km/h

035 ケイアイ チームＩ

浅見 氣/吉澤 勇二/大曽根 哲/似内 悠人/尾崎 凌平

25

29 2:54:32 -10 Lap14.95 km/h

041 ４OYJ＋１

石川 博/柳瀬 浩一/若田部 彰/中島 重好/坂内 敬

26

29 2:54:56 -10 Lap14.91 km/h

027 新潟大学trops

島守 一仁/猿子 隼平/丸山 遼大/古山 和樹

27

29 2:55:07 -10 Lap14.90 km/h

060 チームＬＩＸＩＬ

山﨑 浩二/光島 克/原田 友和/佐藤 岳夫/須藤 隆行/東郷 吉己/小塚 恭平

28

29 2:56:23 -10 Lap14.79 km/h

077 栃木電子サッカー部

岡部 裕亮/YEHAN AUNG/PYAE PHYO EAI/SOE HTWE/HTET WAI OO/島倉 一浩

29

29 2:56:31 -10 Lap14.78 km/h

072 ドリームＫ４

萩原 伸彦/太田 智弘/深澤 育男/小林 誠/栗原 尊之/雄城 英斗/渡辺 昌由/長谷川 侑輝

30

29 2:56:50 -10 Lap14.75 km/h

0:00 19.84 km/h
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028 2500bar

久保 賢一/丸山 敏隆/江 暁東/大橋 友和

31

29 2:57:15 -10 Lap14.72 km/h

079 Hiruma-nai

比留間 修/奥村 聡/富岡 純/上江 洲司/小山 敏孝/相馬 健一/今村 智宏

32

29 2:57:25 -10 Lap14.71 km/h

050 Team GSR

追木 祐二/吹野 優/中澤 健治/松原 悠二/福島 慎二/稲冨 繁

33

29 2:57:56 -10 Lap14.66 km/h

34

067 関信２７

竹田 富雄/酒井 啓介/宇鉄 広一/石黒 和之/三浦 勇気/藏富 光佑/森 治彦/荒木 遼

29 2:58:36 -10 Lap14.61 km/h

070 東邦工機 駅伝部

鈴木 剛/小暮 悟/粟原 裕之/窪田 孝幸/野口 浩利/福田 恭平/入江 誠/保泉 光雄

35

29 2:59:27 -10 Lap14.54 km/h

030 有限会社クレイズィ

小林 政喜/簔輪 友廣/高橋 陽一/則次 健杜

36

28 2:54:55 -11 Lap14.40 km/h

026 TRC2

高橋 賢二/高田 剛/工藤 涼/水野 隆文

37

28 2:55:10 -11 Lap14.38 km/h

054 三尻小おやじクラブ

鈴木 重宏/中村 千春/栗原 利久/冨田 浩之/茂木 崇浩/岡崎 允紀

38

28 2:56:33 -11 Lap14.27 km/h

075 吉見MONO好

嶋崎 たかよし/内野 隆/小島 俊保/田中 英之/八木橋 智/菊地 公晴/原 千春/中條 允斗

39

28 2:56:35 -11 Lap14.27 km/h

068 STAP細胞あります

白石 悟史/唐木澤 元也/五十川 剛俊/木藤 正義/四分一 道哲/福島 秀年/岡田 晃知/村上 貴一

40

28 2:57:11 -11 Lap14.22 km/h

049 TeamOribe

高橋 秀幸/結城 和広/高橋 賢輔/吉岡 紀彰/織部 祐輔/稲田 和大

41

28 2:57:56 -11 Lap14.16 km/h

044 柳瀬ランナーズ

小池 幹治/大塚 裕之/小林 勲/大家 淳司/佐藤 紀仁

42

28 2:58:18 -11 Lap14.13 km/h

062 （株）紅中

中西 昌二/新井 信/森下 省吾/金谷 篤史/松本 章利/徳永 光彦/山地 克徳/石塚 星也

43

28 2:58:52 -11 Lap14.08 km/h

051 チーム中野Ｇ

千葉 真人/辛島 美樹雄/菅原 広志/高橋 広幸/石田 和広/清水 理史

44

28 2:58:53 -11 Lap14.08 km/h

019 星美に捧げる

阿久津 俊喜/安松 哲生/中村 翔平/山本 浩貴

45

28 2:59:32 -11 Lap14.03 km/h

017 お台場フロンティア

天久 靖規/人見 直樹/堂角田 直/片貝 拓史

46

27 2:55:13 -12 Lap13.86 km/h

47

024 チーム西条

青木 幸文/大西 謙一/白田 満将/彦坂 英一郎

27 2:57:05 -12 Lap13.72 km/h

014 SSK選抜

門倉 宏樹/長谷川 隆行/秋葉 将邦/千田 司

48

27 2:58:21 -12 Lap13.62 km/h

039 チーム イタガキ

大橋 正樹/柳澤 洋介/久保田 知之/井野 瑞貴/板垣 雅直

49

27 2:58:45 -12 Lap13.59 km/h

50

058 去年の雨をかえして

西浦 博/江島 啓介/水本 憲治/上野 諒/米岡 大輔/遠藤 彰/木下 亮

27 2:59:20 -12 Lap13.54 km/h

015 NMCUS

大野木 翼/浅賀 正史/増田 慎/齋藤 稔

51

26 2:53:24 -13 Lap13.49 km/h

036 千日走会B

福島 宗則/森村 弘文/瀨田 涼介/秋谷 守紀/磯沼 文武

52

26 2:53:33 -13 Lap13.48 km/h

076 楽姿完走会M

増田 清澄/山中 充/斉藤 一也/立川 朋弥/内海 雅文/安藤 則弘/熊谷 礼士/清水 悠介

53

26 2:56:11 -13 Lap13.28 km/h

066 HFCコーチ～ズ

柿沼 康仁/関 雅晴/佐藤 眞一/鴇田 佐久也/久保田 真/奥貫 義則/山崎 修裕/渡部 一成

54

26 2:59:33 -13 Lap13.03 km/h

057 ＲＲＣ

山本 陽一/石川 恭弥/越井 裕之/松島 祐輔/伊藤 崇志/大谷津 元気/齋藤 哲幸

55

25 2:54:27 -14 Lap12.89 km/h

061 ヘルニーズ

中嶋 賢一/福島 大樹/ヤニック パイロット/藤井 延幸/糸井 秋雄/須田 智文/小池 英吾

56

25 2:54:30 -14 Lap12.89 km/h

013 リケンB

柴田 裕二/小池 健二/柳原 哲治

57

25 2:55:56 -14 Lap12.78 km/h

048 TERC

若狭 忠/佐々木 崇/福田 勝正/横山 彰一/大村 勉/水取 邦緒

58

25 2:57:42 -14 Lap12.66 km/h

021 WRC Sチーム

大谷 哲也/小高 修/大沢 晃一/篠塚 常美

59

25 2:59:06 -14 Lap12.56 km/h

038 チーム アゲ★ぽよZ

神宮 悟/岡本 泰信/阿久津 友則/石倉 進右/森下 純一

60

24 2:55:44 -15 Lap12.29 km/h
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059 チーム酒Ｒｕｎ白

井上 弘/池田 勝之/押田 大助/金井 靖晃/小和瀬 彰/小和瀬 智輝/橋本 拓也

61

24 2:57:05 -15 Lap12.19 km/h

018 ＧＯＩＮＧ！タケシ

棚橋 一幸/宮原 典大/後藤 猛/石黒 克己

62

24 2:57:20 -15 Lap12.17 km/h

007 新生MJPM-1

西地 達也/松田 考司/田中 宏和

63

24 2:57:21 -15 Lap12.17 km/h

64

012 リケンA

宇野 敬一郎/黒田 朋希/白石 稔

23 2:52:00 -16 Lap12.03 km/h

040 ナイトランナー伝説

島田 亮介/太田 紀次/木村 髙志/鎌本 定雄/新井 裕次

65

23 2:52:14 -16 Lap12.01 km/h

022 チーム アゲ★ぽよX

鈴木 隆/増田 裕一/大岡 悦生/上石 直人

66

23 2:52:59 -16 Lap11.96 km/h

032 リケンC

佐藤 公則/廣瀬 敬太/中村 史哉/中野 光明

67

23 2:54:51 -16 Lap11.83 km/h

010 チーム芝小

竹田 真也/菅原 達也/勅使川原 勝義

68

23 2:55:22 -16 Lap11.80 km/h

003 Over☆Heat

鈴木 浩和/後藤 政実/鈴木 謙一

69

23 2:56:29 -16 Lap11.72 km/h

005 ＣＴＣ－ＲＣ

磯田 達也/島田 雅人/島崎 宏幸

70

23 2:57:00 -16 Lap11.69 km/h

001 アタクチックス

池谷 建了/松田 歩/一場 陸弥

71

22 2:53:12 -17 Lap11.43 km/h

016 えびす

斉藤 義明/内藤 亜剛/倉浪 章仁/村上 豪助

72

22 2:58:21 -17 Lap11.10 km/h

011 筑走会

押野 亮/大里 正隆/浜津 裕

73

21 2:55:29 -18 Lap10.77 km/h

006 シュレディンガーの猫

須永 恭平/シン イカ/オウ シュン

74

20 2:53:14 -19 Lap10.38 km/h

75

002 江戸前sisters

閻 俊/木村 優介/梅 鹏云

20 2:57:07 -19 Lap10.16 km/h

004 基礎技

樺沢 初/及川 直哉/千ヶ崎 健司

76

11 1:44:11 -28 Lap 9.50 km/h

