
クォーターリレー 男女混合の部

No. 1 MeltigPot
佐々木 済 千葉 慎也 上田 裕章 吉川 晃太 桑原 麻衣子

小川 麻衣子 伊藤 光洋 山本 達也8 名

No. 2 UCOT
石井 達也 長澤 典子 伊藤 公佑 馬場 滉也

4 名

No. 3 チームシルク
岡 善之 広瀬 結衣 広瀬 妃奈 広瀬 千鶴子

4 名

No. 4 チームエイト
平井　由紀子 平井　考昌 平井　瑛斗 平井　佑芽

4 名

No. 5 チーム宇治っ子
平井 翔 窪田 朋子

2 名

ハーフリレー 男子の部

No. 11 Xフォース by Team M
森田 雅人 森田 雄大 森田 大生

3 名

No. 21 あしたから練習する。
宗 隆行 山本 裕子 金元 裕一 石川 剛

4 名

No. 22 槇島ゲートボール倶楽部
好川 竜太郎 西川 夏美 馬場 芹利杏 森下 真衣

4 名

No. 23 かまちゃんち
鎌田 広海 鎌田 紀子

2 名

ハーフリレー 職場仲間の部

No. 31 ATR RUNNERS
藤原 健太郎 志水 亜衣子 嬉 祐子 児島 諒 齋藤 圭悟

一浦 絢治郎 大西 航介 陣内 輝明 山上 直人9 名



No. 32 みそらマラソンクラブ
奥長 伸浩 中谷 由里恵 廣岡 純子 岡村 創吾 中本 和子

山岡 佑香里 廣岡 隆成 木村 啓子 白濱 千織9 名

No. 33 Tetsuレンジャー
森内 貴弘 成田 一幸 上村 啓太 川口 智 松下 温子

中川 佳子6 名

No. 34 タコさんランナー1号
河本 浩 池上 将宏 久保 宗子 土江 美智 福崎 翔太

5 名

No. 35 タコさんランナー2号
山口 愛 大田 顕史 伊集院 龍太 金森 秀之

4 名

No. 36 トラストシルバー
大月 紀彦 河根 直樹 瀬尾 綾子 石田 かおり

4 名

No. 37 トラストシニア
榎本 勇大 柿沼 貴弘 長谷川 沙耶 東 佳菜子

4 名

No. 38 トラストジュニア
柏木 良太 加藤 寛隆 赤松 知香 山﨑 優花

4 名

No. 39 トラストルーキーズ
平川 隼人 間瀬 大介 大矢 柾文

3 名

フルリレー 男子の部

No. 101 日本赤蜻蛉連合会
植田 翔 和田 駿 藤原 稜 永井 佑宜 東郷 将貴

岡野 高志 高岸 信策 藤原 悠暉 植田 聡9 名

No. 102 日東アスリートクラブ
村上 宏樹 高橋 健一郎 山中 康平 山田 征 稲垣 泰造

四方 徹6 名

No. 103 チームDios
山本 貴史 森永 和義 小林 元広 長井 海帆 片山 侃

5 名



No. 104 揖西東ピーターパン
川戸 一郎 菊本 智泰 池田 恭介 山口 利裕 川原 隆史

5 名

No. 105 unおふぃしゃる芋男dism
竹下 浩二 吉田 耕芳 峯本 秀樹 山下 康二 濱里 一史

5 名

No. 106 藤江ラジニング倶楽部
齊藤 甲介 瀧川 秀和 地福 勇一郎 富阪 賢一

4 名

No. 107 NRC
泉 幸平 前川 大吾 高岡 二郎 工藤 佑馬

4 名

No. 108 大町ランクラブ
渡部 真一郎 渡部 雄登

2 名

フルリレー 男女混合の部

No. 121 姫路　＂ド・ＫAＮＫＩ＂
山田 侑紀 河野 拓真 松江 和哉 田村 樹 吉川 幸寿

藤井 裕樹 高杉 聡 中村 優平 小笠原 蓮太 森田 翔15 名
漆原 裕貴 島 悠人 福永 将大 笹田 真生 有末 実央

No. 122 カーサ汐彩
中井 慎也 久保 浩司 篠崎 慎吾 森田 梨香 小林 可奈

圓山 美沙 牛島 智樹 上杉 隼也 安達 修太 安達 斗真15 名
橋本 明人 稗田 碧空 安達 唯菜 川上 鈴 梅本 日向

No. 123 ニチリンRC
兼松 信広 笠松 敬三 山口 翔平 方山 拓哉 ＮＧＵＹＥＮ　ＸＵＡＮ Ｑ

ＢＵＩ　ＮＧＯＣ ＨＩＥＮ 井上 真吾 佐々木 茜音 李 相彬9 名

No. 124 頑張RUN会＠Fizz
長谷川 義貴 足立 政二郎 一柳 伸夫 横山 有樹 山本 友樹

泉川 尚人 萩原 美穂 瀧川 洋美8 名

No. 125 神戸北セブン
紫川 敏文 入江 信行 上口 瑛太 竹迫 優希 木村 友哉

前田 陽耀 大佐田 恵実7 名

No. 126 兵庫県ブラインドマラソン協会
小林 浩二 酒井 智彦 芝山 孝雄 濱田 美智子 本庄 幸治

増田 裕彦6 名



No. 127 大場の一味
辻 茂樹 向井 裕貴 平岡 脩平 宮内 貴弘 大場 智裕

上垣 匠6 名

No. 128 TAMAちゃんズ
川本 修三 玉置 みなみ 吉丸 文彦 柏木 浩正 後藤 絢太郎

松下 真弥6 名

No. 129 痩せたいならフル走れ食べるな！
稲葉 健 次郎垣内 友依 蛭田 苑葉 大石 波奈 松田 梨奈

長尾 綾花6 名

No. 130 カロリーは忘れた頃にやってくる
出口 和貴 生田 みのり 松崎 鈴音 増田 京子 高橋 花

平野 彩花6 名

No. 131 きばみん
宮田 和美 廣野 堅治

2 名

フルリレー 職場仲間の部

No. 141 たぁぼふぁんず
鈴木 作松 高木 郁男 安東 孝浩 宇敷 友裕 石川 大樹

山本 将大 桐谷 英樹 高橋 久明 古賀 優 大野 賢司12 名
東海林 幸太 西脇 一貴

No. 142 東洋機械金属株式会社　陸上部
出井 崇志 三木 武司 石原 俊道 釜谷 勝浩 脇坂 昇平

福下 勝則 脇田 大輔 季村 伊吹 西馬 理友 松本 勇樹11 名
湯浅 浩二

No. 143 いい汗かいて走らんかい！
福井 康訓 竹田 仁 北村 敦史 丸山 翔平 下窪 裕輔

村瀬 貴仁 本山 義樹 松岡 太郎 森 一紘9 名


