
№カード チーム名■ 参加選手名① 参加選手名② 参加選手名③ 参加選手名④ 参加選手名⑤ 参加選手名⑥ 参加選手名⑦ 参加選手名⑧ 参加選手名⑨

1001 チームのぐちRC 増田 公男 佐田 健輔 太田 芳則

1002 チームあずき 岩瀬 浩一 吉岡 智男 田中 真衣

1003 TEAM AKEMI 矢野 孝 中村 明美 本村 美恵

1004 ソンナバナナ 佐々木 啓至 徳原 健太郎 萩谷 修平

1005 苺じゃないよ、一期一会のいちごだよ 佐々田　道雄  佐々木　邦仁 高木　裕子

1006 60over 島田　祐一 牛来　節治 吉澤　幸雄 古川　満男

1007 ヤマト100% 渡来　大和 渡来　奈緒子 渡来　真結 渡来　真道

1008 ＧＡＺＥＬＬＥ 槇野 浩司 飯田 隼人 染野 拓也 藤野 滉生

1009 綾善Farm 中山 友孝 三上 聡 小暮 美代子 花島 隼

1010 チームKOHO 鈴木 寿雄 佐藤 友美 荒木 徹 藤崎 孔道

1011 チームじゃがいも 西村 雄貴 高野 燎平 遠藤 ちひろ 滝口 和奈

1012 ＳＷＡＮ－Ａ 吉川 尚志 柴田 啓晋 湯口 豊秋 堀江 優希

1013 希望のマラソン部 塚越　貴光 馬場　慶太 佐藤　幸司 目黒　正人

1014 パトラン松戸Bチーム 高山　誠之 安中　仁志 安中　拓真 野口　直紀 菅沼　航太

1015 パトラン松戸Cチーム 溝部　琢磨 庚塚　隆俊 小山　若菜 山崎　和子 福島　宏基

1016 チームまぐろ 神取 賢輔 神取 民枝 増田 久美子 渡島 昭子 生田目 大輔

1017 バサシダイースキー 今村 邦弘 田中 博郎 田中 秀明 堀口 昌也 佐久間 海遊

1018 かせいず 竹森 大地 竹森 心 増野 道夫 増野 玲子 佐藤 英一

1019 DOROKAME 24 丸山 真平 福田 康晴 丸山 香澄 高山 拓郎 竹田 大介

1020 おとなの部活だ  イェーイ 高橋　行雄 小関　和伸 河野　知苗 時光　宏美 今浜　紀子

1021 日本ルーマニアスポーツ文化交流協会 染谷　邦友 佐藤　基明 菊池　正 染谷　哲生 Claudia　bobocea

1022 Team OTF_Higashikurume 岡本　稔彦 武智　孝史 三谷　博樹 山﨑　亮磨 松岡　祐一

1023 ノースリーズ 野川　賢一 富張　直樹 池田　憲史 鈴木　信二 山中　剛

1024 パトラン松戸Aチーム 庄司　善彦 竹内　誠二 大森　健輔 大森　崇矢 堀口　有祐

1025 FR 関谷　典男 水沢　淳 東　智紀 木村　淳一 箕田　俊 橋本　世里子
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ハーフリレーマラソン　一般の部



1026 KNT-CT 訪日１ かわさき　まさし こうもと　やすひろ さくらい　せいあ たての　かずこ せきぐち　かずお せきぐち　ももや

1027 久米島ンチュ❗️ 末木 真二 末木 恵里 水野 雅史 水野 奈保美 與那城 聡 與那城 みなえ

1028 SWANS菱江 A 大江 朝道 加藤 崇 蒔田 裕史 下村 浩規 大和田 卓 渡邉 恭輔

1029 鈍足の貴公子リターンズ 浅野 豊 糸柳 秀夫 日出嶋 淳一 山崎 晶広 門倉 義和 杉﨑 洋介

1030 小鳩の会 遠藤 泰廣 丸山 ひろ子 菅沢 明美 小高 由美 河野 馨子 伊藤 弘美

1031 チームホノルル 高吉 雅樹 高吉 里美 高吉 星名 高橋 直樹 高橋 陽子 高橋 莉温

1032 ＳＷＡＮ－Ｂ 池田 利明 鈴木 明憲 田所 寛幹 関沢 将哉 山根 唯 中村 光

1033 ＳＷＡＮ－Ｃ 西川 直孝 小山 和俊 大黒 有加 長谷川 彰紀 園田 光太郎 高橋 優佳

1034 わんだ！フール7 目黒 智子 仲内 孝一 吉本 晶子 河村 進 唐木 宗員 高橋 俊一

1035 健康第一JC 岩下 康宏 金野 清隆 宮本 誠一郎 尾林 拓 原口 信子 砂井 理恵

1036 SWANS 菱江 B 鳥居 誠 西宮 佐予子 田中 孝一郎 片山 章 稲毛 直也 宮下 欣樹 堤 祥太朗

1037 小山PS地域 小平　龍介 扇谷　広康 渡辺　雄太 廣澤　優 臼井　尊之 小澤　響祐 官野　拓也

1038 KNT-CT訪日２ おおの　たくや きくかわ　みさえ うらの　みゆき つだ　なおこ さとう　えいいち たけしま　まゆ ｽｼﾞｯﾄﾗｰ ｺﾝｹｰﾄ

1039 3年６組の仲間たち 菅　彰 塚田　ひとみ 楢葉　慎 赤羽　美穂 福司　由美子 村越　茂雄 福原　広子

1040 そよそよちばだいず 向吉　真央 相澤　茜 石川　小夜子 大内　夏希 竹内　章裕 笹原　洋平 川瀬　陸

1041 MANDARAKE 高安　慎吾 玉田　学 川口　雄也 香取　美咲 町田　叔貴 三谷澤　文子 石原　一雄 和田　操

1042 松戸２１ＲＣ　Ｄチーム 遠藤 広明 饗庭 昭五郎 佐藤 正康 芳岡 清仁 福井 貴明 古田 和美 大坪 久美子 郷家 美里

1043 MISTS 中沢 亮太 北浦 佳子 水出 康弘 升田 千紗 佐藤 満里奈 村井 優花 大澤 春香 福島 隆司

1044 ハシルト 小原　亜希子 長谷地　拓也 太田　優子 小西　郁 宮田　徹 神屋　里佳子 田中　成和 桜井　岳彦 塚井　藍

№カード チーム名■ 参加選手名① 参加選手名② 参加選手名③ 参加選手名④ 参加選手名⑤ 参加選手名⑥ 参加選手名⑦ 参加選手名⑧ 参加選手名⑨

1101 SEITOKU・RC 宇津木 実那 大西 夏帆 八幡 未来

1102 Team Missa 嶋田 美里 大畑 光紗 小川 夕希 坪井 千奈美

1103 NOMUSIKA 日野　円香 砂山　裕子 福嶋　理恵 渡辺　朋

1104 もとこーず 櫻井 美佳子 立石 陽子 酒井 宏美 山田 徒貴子 斎藤 美奈子

№カード チーム名■ 参加選手名① 参加選手名② 参加選手名③ 参加選手名④ 参加選手名⑤ 参加選手名⑥ 参加選手名⑦ 参加選手名⑧ 参加選手名⑨

1201 たこやきーず 東阪 忠詞 東阪 美都子 多田 佐智子

1202 KKブラザーズ 平野　賢 平野　一乃 平野　開誠

ハーフリレーマラソン　レディースの部

ハーフリレーマラソン　ファミリーの部



1203 ミヤチャンズ 宮入 邦寿 宮入 直美 宮入 悠翔 宮入 聖翔

1204 菊地ファミリー3世代 菊地 領 菊地 ななの 菊地 順治 菊地 みよ

1205 アシハラ 芦原 衛 芦原 弘美 芦原 ななこ 芦原 わかな

1206 チーム ステミニングアウト 大橋 宏之 大橋 明美 大橋 諒太郎 大橋 蓮太郎

1207 Team G 石井 智行 高橋 久美子 高橋 俐史 石井 花步

1208 enjoy run 佐藤 かずみ 佐藤 佳亮 髙橋 菜乃葉 髙橋 理代

1209 TEAMばばん家 阿部　真弓 阿部　美代子 矢野　広樹 阿部　悠人

1210 カムイサウルス 大谷 恭子 大谷 梓衣奈 新井 真弓 新井 愛実 大山 菜美子 大山 寛人 富田 さくら 浅野 知美


