
クォーターリレー 男子の部

No. 1 農業高校生チーム
阪口 司真 黒田 泉吹 坂本 海翔

3 名

No. 2 ＯＡＣ
蘆澤 弘幸 高橋 忠徳

2 名

No. 3 ＢＪＣ
杉原 翔 杉原 莉空

2 名

No. 4 浜の宮スネイルズRC
紫尾田 大輔 西山 慎也

2 名

クォーターリレー 男女混合の部

No. 11 ほっぺたぽっとん
堀 恭平 堀 美佳 堀 絢音

3 名

ハーフリレー 女子の部

No. 101 ちーマラガールズ
大谷 知夏 那須 理枝子 澤田 洋恵 吉本 衣里子 大石 和美

犬伏 香菜 嶋村 聖子7 名

ハーフリレー 男子の部

No. 111 X-Force
森田 雅人 森田 雄大 森田 大生

3 名

ハーフリレー 男女混合の部

No. 121 舞子猿軍団
中西 生代 中西 優輝 信本 良子 信本 咲世 高橋 薫

高橋 彩芽 若居 美陽 吉田 美和 若居 咲希 吉田 美空10 名



No. 122 ガッツ走ろう！
新居 国雄 新居 歩美 新居 希美 中田 祐平 中田 有紀

中田 宗太郎6 名

No. 123 レッドパイン
中山 視加 原 勝哉 出嶋 賢也 物部 隆之 木戸 大展

5 名

No. 124 小森永山
山口 千代明 小南 竜樹 森内 美由紀 永井 大介

4 名

No. 125 明南A
並川 大地 上野 簾太朗 井本 まひろ

3 名

No. 126 明南B
植田 拓隼 浅野 寿人 鳴尾 真優

3 名

ハーフリレー 職場仲間の部

No. 141 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 木村 啓子 奥田 良太 大橋 広義 伊都 奈央佳11 名
森 大知

フルリレー 男子の部

No. 201 チームC.S
中井 慎也 久保 浩司 篠崎 慎吾 上杉 隼也 岩川 凜

坂口 晴暖 稗田 碧空 橋本 明人 牛島 智樹9 名

No. 202 pLED
是澤 秀紀 西本 健司 大西 湧太郎 安丸 和樹 髙階 剛

山本 青空6 名

No. 203 DRC
浦川 勇樹 萩原 尊礼 伊達 滉太朗 北村 隆晃 竹森 大成

5 名

No. 204 ウマ息子
江藤 栄治 藤村 一洋 大久保 洵希 武田 天 神谷 駿

5 名

No. 205 それゆけ！よっちゃんズ
植田 剛史 小林 壱樹 辻川 将嗣 山本 由樹

4 名



フルリレー 男女混合の部

No. 221 ニチリンＲＣ
兼松 信広 ＢＵＩ　ＮＧＯＣ ＨＩＥＮ 笠松 敬三 山口 翔平 岡本 敦

井上 真悟 ＬＥＥ ＳＡＮＧＢＩＮ 南 温子 三木 誠人 大西 拓海11 名
岡田 竜一

No. 222 Teamニッピィ
田中 文望 加嶋 智子 吉見 起一 向井 遼 上郡 隆義

上村 太一 太田 義男 市川 彩 石井 恵9 名

No. 223 もみじ
井村 友哉 縄田 竜也 宇田 陸 村上 秀一 見田 悠都

柴田 栞里 小原 実織 金子 文 原 今日子9 名

No. 224 カスミソウ
平本 康将 加藤 大祐 小國 孝士郎 若林 羽流 清田 真帆

中居 優華 木嶋 ゆうな 西 紫月8 名

No. 225 あいりんごーズ🍎

松田 彩花 中村 幸志郎 水口 愛理 植村 優

4 名

フルリレー 職場仲間の部

No. 241 東洋機械金属株式会社
西村 友希 三木 武司 石原 俊道 福下 勝則 季村 伊吹

釜谷 勝浩 中島 佑 西馬 理友 松本 勇樹 加瀬部 篤史13 名
高橋 亨 中本 航平 脇田 大輔

No. 242 ガチタービン
高木 郁男 山本 将大 宇敷 友裕 石川 大樹 前田 起樹

前田 悠大 松尾 大輔 三宅 将史 林 拓也 上澤上 美里13 名
高野 照周 小原 慶 華田 卓央

No. 243 アサヒ産業株式会社
中谷 安伸 水戸 宏 山口 俊 石田 達也 茂山 千晃

影山 寛人 米田 美香 中澤 佑也 ダン・ゴック トゥイ グエン・ヴァン フアン13 名
辻 博志 ファン・アン トゥアン 佐藤 美智瑠

No. 244 タスキつながん会
土井 慎也 入交 直隆 津田 和夫 川 祥一 高来 亮輔

増田 和資 榎本 りさ 熊野 由希 永田 祥貴 安井 駿輔11 名
酒井 直樹

No. 245 team匠
井浦 千夏 宮嵜 匠 小林 直樹 澁野 竜 松下 佳太郎

増山 光 秋田 康造 安部 成実 山名 航平 長谷川 裕士11 名
道本 剛史

No. 246 スマイリー
天道 まさる 神澤 孝蔵 矢野 和昭 竹内 敏則 山本 将士

河野 広 大槻 恒太 塚本 瑠莉 上垣 智也9 名

No. 247 フードテック
伊藤 秀樹 安田 智洋 橋本 大介 山村 亮太

4 名




