
リレーラン

順位 ナンバーカード タイム 氏名 第1走 第2走 第3走 第4走

1 87 1:14:53 DEEARS  NO.2 東小薗　慎介 小八木　英孝 谷口　文博 芝田　健二

2 86 1:20:59 DEEARS  NO.1 傳野　剛 福田　茂弘 尾崎　敏之 渡部　龍

3 148 1:21:04 てっちゃんず 林　明里 泉　翔太 佐藤　菜穂 岩崎　飛和

4 73 1:22:32 沖ランニンググラブB 田中　已惠 原谷　幸一郎 木下　清子 松田　弘貴

5 121 1:22:57 ガチンコ 篠倉　智明 中島　信行 山崎　慎治 柴田　勝市

6 6 1:23:34 Yes We Run! 深田　幹雄 小森　聡 西本　拓磨 跡部　晋太郎

7 80 1:25:07 芥川ランナー2 中村　亮介 木本　佳代子 梅田　奈里子 秋山　範之

8 68 1:25:22 間嶋ＲＣ 中谷　和彦 佐竹　孝介 小田中　壮一郎 中川　昌大

9 72 1:26:25 沖ランニンググラブA 岡崎　恵美 藤原　真雄 中原　康詞 谷口　和真

10 145 1:27:39 城東支社法人第二課 甲津　賢人 吉江　泰樹 市川　智貴 金子　寛

11 45 1:28:33 チーム赤 大竹　樹 柿本　やよい 鈴木　宏輔 初宿　伸彦

12 83 1:28:58 YZT陸上部 北川　志帆 宇野　智哉 沼野　啓二 前田　勇哉

13 50 1:29:14 チームE 米田　知美 佐藤　将斗 井内　重樹 安藤　昌彦

14 97 1:30:43 ルンルンルン 島谷　龍世 虎谷　慎也 加納　美樹 阿部　亮太

15 22 1:30:44 チーム　HAYASHI 木村　ヒデアキ 片山　高志 福島　杏子 佐藤　良哉

16 27 1:31:58 チームフレンズ 龍崎　能之 森岡　芳文 大仁田　浩 大鳥居　靖

17 74 1:32:14 和歌山走ろう会 高瀬　昌紀 高瀬　真左代 佐藤　正宏 佐藤　奈緒美

18 70 1:32:55 チームKIN-2 山本　尚子 三輪　泰稔 米虫　則子 大西　崚太

19 158 1:33:24 走れDaichans B 和田　昇平 吉馴　真人 上名　賢一 富士　智弘

20 17 1:33:29 フレッシャーズ 礒部　永也 齋藤　祐也 岡　大貴 貴志　享史

21 8 1:33:56 赤き血のランナー 倉本　亮介 岩神　幸平 藤本　泰史 吉埼　毅

22 26 1:34:28 大同生命　チームQ 渡邊　薫子 内藤　拓也 脇坂　秀樹 中川　芳史

23 90 1:35:06 パオズ 辻本　登志彦 石野　温佳 乾　貴大 奥野　陽子

24 102 1:35:14 クリナップ株式会社Ａ 岡本　洋一郎 高田　昌実 太田　明伸 和田　龍太郎

25 77 1:35:57 サンダーバード 清水　文子 上間　さとし 井上　佳子 足立　晃彦

26 138 1:36:00 キッコーマンE 玉川　奨 中村　嘉恵 桝本　康太 乙幡　明宏

27 33 1:36:03 ほうじ茶同盟 澁谷　航平 内田　俊介 陰山　拓也 上田　佳

28 100 1:36:07 TEAM英司 大野　成実 木村　篤史 福山　知司 湯淺　果央子

29 79 1:36:25 芥川ランナー1 鈴木　博子 城　かよこ 濱崎　哲也 東條　ひろ子



30 93 1:36:57 メーカーボンバーズ 橋本　尚之 杉山　良輔 尾辻　大介 依田　繁広

31 149 1:36:58 スポーツ営業マン 池田　奨 山田　和巳 伊木　渚 高井　謙

32 32 1:37:05 CC42195 加藤　正史 高橋　京子 黒坂　剛 佐能　靖治

33 71 1:37:20 だっちゃ 安達　大輔 樋本　衣志男 哹田　由実子 土井　梨紗子

34 153 1:37:33 kikkoman B 池上　亮 簾内　月子 茂木　新斗 坂寄　徹太

35 134 1:37:54 神戸支店Ａ 住谷　真敏 磯田　愛弓 西岡　沙記 森田　徹平

36 106 1:38:08 心斎橋3 千葉　知志 藤本　貴之 土井　祐紀 藤井　海渡

37 112 1:38:11 リベンジャー渡部 渡部　恭平 上野　良平 太田　武則 西山　毅

38 128 1:38:23 チーム松村 松村　謙太郎 池田　朱里 冨永　衛吾 岩井　まゆみ

39 18 1:38:23 around 50 選抜 田丸　伸治 䊥橋　伴嘉 泉　隆久 西條　博明

40 159 1:38:42 走れDaichans A 位川　晃平 奥田　亜芸良 近藤　大智 鈴木　大介

41 39 1:39:37 南近畿ＴＫＣ 小中　祐治 上田　克生 北福　誠治 山口　紗希

42 92 1:39:49 We are Princes! 森本　大貴 初村　聡 溝下　雅己 後呂　翔

43 61 1:40:20 チーム ぞえ〜る 谷村　隆裕 中河原　英樹 富田　裕宝 尾添　光朗

44 9 1:40:21 Sakai-Chem 100th 坪田　俊祐 山下　圭 岸上　奈央 森岡　直子

45 13 1:40:27 GOLDIA２ 朝日　輝幸 森岡　伊久子 仲嶋　美華 金原　翔大

46 76 1:40:30 三島中13期RC弐 梅本　隆史 寺田　健一 右田　多賀男 浅井　美保

47 4 1:40:38 東洋プロパティB 宮腰　裕章 鳥井　康佑 船引　昌人 宮下　裕平

48 51 1:40:49 大阪京橋のラン 松井　敏文 稲村　実希 中野　裕理 上田　宗央

49 64 1:40:52 パパ友＠伊丹 岡田　圭 永長　貴光 和田　善次 迫田　成年

50 55 1:41:02 TEAM佐藤 平野　隆男 坂口　恭平 泉　奈美 佐藤　未月

51 152 1:41:06 kikkoman A 簗　秀介 畠山　理恵 稲垣　直之 西塚　紘司

52 91 1:41:06 team  PTK 角山　史尚 高橋　英行 大矢　将也 七森　力

53 58 1:41:39 末平代理チーム 末平　守 吉井　史帆 小原　裕貴 松浦　泰

54 139 1:41:52 神戸支店Bチーム 赤星　誠二 高濱　藍 増田　貴文 鳥澤　太郎

55 125 1:41:53 チームイベント 前川　沙織 向山　英孝 小森　健太郎 永田　季世

56 31 1:42:07 茨木陵水会RC 青木　典生 嶋　孝浩 鷹野　大郎 甲斐田　有亮

57 136 1:42:11 大同生命・ＴＫＣ（兵庫Ａ） 大友　夕希 竹森　泰宏 片野田　仁 上月　貴博

58 142 1:42:12 アラサー 小原　裕貴 山下　美帆 徳田　亮太 續　康史

59 84 1:42:22 世界の内田と愉快な仲間たち 高岡　朋子 刀禰　慶太 山吹　奈々恵 内田　政寿

60 11 1:42:26 ルン・ルン・ルン 笹岡　智憲 山中　真由子 田口　勝也 鈴木　皓之



61 143 1:42:29 A2D走り屋 中島　明日華 岩井　学 山本　高彰 古手　義紀

62 155 1:42:49 kikkoman D 植村　嘉文 倉島　秀明 澤田　文彦 小田　研介

63 144 1:42:52 城東支社法人第一課 堀川　善樹 大石　義晃 多嶋田　功司 野村　俊介

64 48 1:42:52 にしたなベイスターズ 平川　康裕 佐々木　真 宮本　佳奈 松山　嘉伸

65 69 1:42:54 チームKIN-1 蜜田　恵理 上川　賢二 山口　睦美 金子　孝雄

66 119 1:42:57 南蛮人 藤田　智志 大日方　威光 小林　薫 永野　勇気

67 129 1:43:26 チーム福井 福井　恵輔 乾　裕貴 山口　真平 水谷　香奈子

68 156 1:43:47 仙頭集団 佐久間　紀尚 木村　健太郎 西　健太郎 馬野　貴文

69 94 1:43:53 チーム運動不足 山本　健太 山下　真輝 猪原　圭裕 山田　実紅

70 81 1:43:58 Team March 呉屋　良真 疋田　光波 花井　達広 角田　圭輔

71 35 1:44:04 西田辺ヤングスターズ 西田　博樹 福田　友美 勝部　亜紀 渡邊　小夜子

72 115 1:44:32 りんたんず(月) 小川　誠治 大平　孝一 奥田　信一 辻　大樹

73 141 1:44:45 イケダーズB 西田　益美 村川　萌 藤尾　寿一郎 長野　正敏

74 67 1:45:01 千鳥足2018 北村　豊 高岸　秀樹 田中　増鷹 松井　由希

75 154 1:45:12 kikkoman C 奥野　啓輔 安井　友紀 加藤　則之 杉野　直樹

76 1 1:45:23 GMPわん 上元　佑太 寺岡 知展 杉山 直聡 板倉 聡之

77 10 1:45:49 サンシャイン浜崎 花房　繭子 原　昌也 品田　浩一 浜崎　孝平

78 130 1:46:33 チーム中山 中山　明日香 横山　就人 中田　一視 下村　優

79 78 1:46:34 ケア21 松井　俊英 植田　智宏 土出　衛 山本　勇

80 89 1:46:44 チームメガネ 谷村　聡志 佐野　嘉之 榎木　幸夫 田中　靖浩

81 44 1:47:07 大同生命　チームほっけ 小川　佳那子 川田　広明 小原　覚 森本　剛文

82 132 1:47:10 チーム大和高田 光根　啓介 松井　彩香 益井　健斗 本橋　聡

83 34 1:47:33 チームK 西村　明香 高岡　柱 後藤　大暁 浮田　正成

84 30 1:47:43 堂島ローグ 鶴島　太郎 井ノ内　隆士 三宅　千賀子 前園　あす美

85 57 1:48:00 東代理チーム 東　宏憲 上野　優奈 小林　亮介 青木　和男

86 116 1:48:03 チーム矢田 名古屋　秀光 土田　博之 矢田　一彦 吉田　樹里

87 96 1:48:11 3年9組30年後 西田　宜幸 宮崎　哲 喜多　恭子 中谷　博子

88 46 1:48:23 チーム緑 小林　賢士 松浦　菜月 川本　梨沙子 村上　穣平

89 113 1:48:43 大同生命〜陸王と仲間たち〜 前川　脩平 大野　真弘 山本　宏樹 高島　浩彰

90 75 1:48:44 三島中13期RC壱 山口　章夫 磯野　城作 上村　敏夫 竹内　由佳子

91 85 1:49:13 水口東高校バレー部ＯＢ 渡邉　哲夫 青木　敏 川上　晃一 芝田　由美子



92 120 1:49:14 東洋人 小野　帆波 山本　悟司 乗本　典子 白木　直人

93 133 1:49:24 神戸支店Cチーム 佐藤　英充 渡邉　千瑛 小野　陽子 加藤　桂五

94 123 1:49:57 チーム平井 増田　雅之 藤田　碧 松谷　敦 平井　徹

95 49 1:50:01 大同カスタマーサービス 田村　慶介 小菅　高弘 中山　鉄平 中谷　優太

96 63 1:50:05 The Koonies 森本　アンディ 國枝　マイキー藤村　直弘 肥後　壮

97 140 1:50:28 イケダーズA 長野　正敏 宮谷　志保 吉田　朋子 佐々木　省吾

98 111 1:50:43 Ｄａｉｄｏ　八重の桃 春木　桃佳 太田　準一 西村　弥栄子 長田　博之

99 66 1:51:04 TRUNNERS-2 高階　智 寺坂　賢幸 岩田　由加 佐々木　正人

100 65 1:51:07 TRUNNERS-1 松村　実 小浜　悦子 森　幸子 宮武　淳人

101 99 1:51:13 プロジェクトX 大友　智子 西浜　拓哉 牧野　真一 枝川　和磨

102 114 1:51:43 愉快な仲間たち 桐本　善次 溝井　修平 妹背　早紀 貞永　祥晃

103 103 1:51:47 クリナップ株式会社Ｂ 御厨　健太郎 山本　陽士 田部　信三 海野　大輔

104 59 1:51:52 山本代理チーム 山本　洋平 弓倉　まなみ 田島　一宏 若林　健介

105 52 1:52:08 大阪京橋行け行け 中井　丈人 山本　紗知 金井　咲樹 高松　賢一

106 108 1:52:12 大同生命　企業保険部／チームＨ 池田　宙紀 長生　雪 岩本　貴嗣 井田　恵理子

107 82 1:52:13 Team the Others 青山　千紗 佐藤　彰典 長谷川　俊介 藤田　沙織

108 43 1:52:16 かわちNGN4 中井　拓也 生田　汐里 平川　勇希 朝山　悠木

109 36 1:52:31 チームOA 成田　浩子 小林　明代 三ヶ島　徹 杉元　和義

110 105 1:52:33 心斎橋2 山崎　愛 中田　有香 貞方　友理子 丸山　千晶

111 126 1:52:47 りんたんず(日) 西尾　誠 朝山　哲 近藤　智明 向井　裕理

112 54 1:52:59 梅田A.K.M.K. 愛甲　倫子 川井　成人 三浦　瑞歩 桑田　真

113 41 1:53:00 かわちNGN2 長谷川　亮介 千足　優季 山川　大介 小田　恭右

114 40 1:53:01 かわちNGN１ 森住　優一 堀江　結衣 伊野　愛加 五島　誠司

115 122 1:53:04 帰ってきた吉良 邊見　千香 赤木　洋祐 久　真梨菜 吉良　研一

116 12 1:54:09 GOLDIA１ 高野　早織 野田　沙華 川端　賢人 吉嶋　重治郎

117 124 1:54:18 。ハヤイ 丸山　洋三 長谷川いづみ 山下　美帆 井上　敏克

118 135 1:54:27 大同生命・ＴＫＣ（兵庫Ｂ） 村田　圭吾 稲田　真宏 諸永　考司 佐羽内　裕

119 25 1:54:28 エピタス-C 津田　久 安達　雅博 石井　由紀子 山崎　茂雄

120 15 1:54:36 TSUNAG　-タスキと絆を未来へ- 吉田　隆二 市田　千穂 久内　香澄 松浦　大祐

121 117 1:54:50 犬さん会 湯川　英行 木下　孝子 和久　雅也 乾　保晴

122 127 1:55:03 UME40 宮野　雄治 中西　優里 福田　佳名子 昌子　尚志



123 38 1:55:09 モトジョーキ2 山城　弘毅 亀井　浩一 長谷川　幸一 小林　弥生

124 42 1:55:34 かわちNGN3 松浦　学 安居院　実咲 竹中　有希 坪田　武雄

125 137 1:55:40 大同生命・ＴＫＣ（兵庫Ｃ） 大江　義雄 首藤　美幸 播磨　貴史 中村　信仁

126 95 1:55:43 YMNS 宮崎　一幸 山田　信正 永井　美穂 鈴木　恵美

127 101 1:56:00 mrc 屋嘉部　晃枝 桃田　睦彦 谷口　順郎 野口　米茂

128 14 1:56:24 ミッキーＲＵＮ 藪　安輝子 藤岡　かおり 池上　さつき 長澤　美希

129 157 1:56:43 にんにん 松川　貴行 上田　育子 森下　奈美 池西　弘達

130 147 1:56:48 チームN 今里　豪佑 中川　一太郎 三輪田　英希 峯　和史

131 47 1:57:16 チーム青 西澤　佑馬 中野　明日香 山本　真澄 大串　仁人

132 21 1:57:17 かことんランラン 池上　雅之 石丸　聖名子 前田　美佐子 三浦　薫

133 151 1:57:27 ジャパニーズサラリーマン 南勝　大輔 山本　拓弥 榎戸　康之 大内　高志

134 110 1:57:36 大同生命　企業保険部／チームＫ 堀井　俊宏 宮崎　友紀 吉岡　淳子 今井　大貴

135 104 1:57:51 心斎橋1 齋藤　司 山口　慶大 松井　宏夏 平井　郁絵

136 60 1:58:04 岡本代理チーム 岡本　久仁彦 小林　加奈 吉瀬　千丈 土橋　大介

137 62 1:58:11 チーム かい〜の 前川　育郎 中井　基晴 福岡　俊江 甲斐　尚夫

138 29 1:58:14 NODA 井上　健一 䊥山　彩子 種谷　聡子 橋本　達郎

139 5 1:58:39 ＯＶＥＲ　４０ｓ 和田　瑞穂 森岡　明 亀間　淳一 松村　剛典

140 16 1:59:15 ガンバローズ 鈴木　一史 安城　裕子 増田　果歩 䊥吉　悠也

141 20 1:59:27 ケ・マシッソ！ 鶴目  明子 相　稔子 Benitez Eduardo 竹村　砂奈江

142 3 1:59:48 東洋プロパティA 田中　尚司 冨岡　英明 中谷　英司 久保　敦子

143 28 2:00:05 チームマッスル 辻井　正利 城田　康志 佐藤　圭介 西井　節

144 146 2:00:16 アフィージョ 三嶋　美子 田中　美由記 宮元　香織 後宮　良紀

145 37 2:00:31 モトジョーキ 西口　裕之 出口　友彦 峯　めぐみ 小田　数美

146 131 2:00:51 チーム濱田 濱田　尚人 水田　和文 上羽　里奈 山?　大樹

147 23 2:00:52 エピタス-A 山野　誠二 志水　慶子 河田　円 津田　真伍

148 53 2:00:56 大阪京橋ロンパン 藤田　裕人 高村　絵理 末石　智子 持田　彩衣

149 109 2:01:05 大同生命　企業保険部／チームＧ 本山　匡範 勝久　梓 半田　将之 穂積　寛之

150 107 2:01:11 心斎橋4 有田　麻里 岡田　彩果 林　優希 御子柴　典大

151 2 2:02:36 ブルーホワイトジャスティス 楠本　幸大 石川　潤一 児玉　明弘 畑野　充浩

152 24 2:02:58 エピタス-B 馬場　龍一 石本　雄輝 尾崎　里美 山田　剛

153 118 2:03:17 チーム多田 多田　涼矢 多田　俊輔 石田　公子 森本　玲奈



154 56 2:05:30 ガンバUMEDA 税田　潤 山田　開登 古川　響子 有道　美希

155 7 2:05:43 Cat’s eye 岸　美保 古森　美幸 田沼　明日香 後藤　由香梨

156 150 2:09:08 フレッシュウーマン 山田　寛子 村上　佳奈 高橋　緑 板倉　功治

157 98 2:09:56 チーム中田藤吉 中川　由香里 吉岡　大輝 田井　佑典 藤本　陸


