
No. 周回数 チーム名 メンバー１ 2 3 4 5 6
1 19 smilerun（宇都宮エンジョイC) 松永　眞一 吉村美夫 堀井

2 24 井頭走り隊 亀田孝幸 小針佳子 加藤直子 大林　悟 倉持寿也
3 22 ゆるゆる走りぬき隊 吉葉　克則 川島　広明 佐藤　　剛 小口　大輔 早乙女尚之

4 22 チーム ray 三橋 祐子 伏島昭人

5 24 宇都宮エンジョイA 高松 黒田 柳沼
6 19 宇都宮エンジョイB 荒川 畑中 小川

7 25 だめん́s 薄谷英明 松本健 金田大輔 山石啓介

8 20 オレンジロード橙チーム 遠藤　孝
　

堀江　健二 坂入　千春 川越　純子
9 19 オレンジロード　紺チーム 平山　登 臼井　亜希 川村　政真 碓井　俊明

10 20 オレンジロード　水色チーム 渡辺　弘子 早川　広光 永盛　幸司 生井　正
11 23 オレンジロード　初代水色

チーム
秋山　聡志 浜野　翔平 芳賀　亮太 小菅　寿稀

12 23 猛走コグッチーズ☆彡 小口　貴夫 小口　智子 小口　修平☆小口　綾太☆松本マコト 松本カズヒロ☆

13 23 足利赤十字病院　駅伝部 君島　徹也 平塚順子 中山　丈司 渡邊　洋昭 中里　明
14 テッド２ 白土保子 本多俊子

15 11 猛走魂 山形将史 山形真里枝 山形祐人☆ 山形心音☆

16 20 猛走永井マート 野口 一磨☆ 野口 泰由 永井 理子☆ 永井 雅則 永井 幸子 齊藤 寿文
17 18 SAWAMURA 澤村 知子 澤村 望亜 澤村 悠希☆ 澤村 優希☆

18 14 直子と弘美と頼れる仲間たち 小筆直子 津久井弘美 瀬尾梨乃☆ 村井秀行 渡邉邦彦　

19 20 No Beer No Life 西小路拓也 津久井 祐弥 山田 健史 川又 勲 畠田和真
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20 22 メシと陸の女王 遠藤常 若林江美子 飯尾圭市 飯尾明起☆ 中田康裕

21 15 U-7 遠藤未央☆ 瀬尾彩乃☆ 飯尾宥☆ 西小路侑汰☆村井春仁☆ 渡邉怜☆
22 17 復活の「M」 津久井麻仁☆小筆響☆ 村井佑圭☆ 若林瑛達☆ 川又虎千代☆畠田壮太郎☆

23 EZAK 町井　和哉 町井　直子 砂川　幹男 町井　唯馬
☆

砂川　勇太
☆24 21 サッポロメンズ 大薮将太 伊藤文昭 矢澤健児　

25 20 UCORC 山宮 幸人 高橋 郁昭

26 21 カトケン 尾島 宏和 関 朱美 白木 健一 加藤 哲郎
27 20 IPS-A 益子 隆一 黒田 美智代 石原 悠輔 加藤 稔

28 20 IPS-B 稲守 秀幸 上野 知子 土谷 正則 鈴木 朋潔

29 20 IPS-C 国府田 正美 石塚 昌子 上野 充洋 平川 隆一
30 20 IPS-D 久木 隆 古口 宏子 箕輪 圭一郎 坂本 泰志

31 21 UME50-① 並木強 薄井宣之 辻野規之 篠原正彦 榮谷昭男
32 18 UME50-② 桐生典夫 甲斐哲也 山本克典 篠原巧 宮田淳之介

☆33 17 UME50-③ 桐生創平☆ 桐生陽平☆ 山本大翔☆ 中村藍斗☆

34 15 UME50-④ 金子杏奈☆ 薄井梨里杏
☆

宮田碧☆ 中里まい☆ 宇賀神文美
35 15 UME50-⑤ 並木星奈☆ 甲斐姫和☆ 中里礼☆ 篠原朱璃☆

36 17 UME50-⑥ 桐生恵美子 中村恵子 山本公美 辻野真由美 篠原利江

37 12 UME50-⑦ 並木裕子 金子久恵 宮田美鈴 甲斐美穂
38 12 UME50-⑧ 並木一途☆ 金子拓真☆ 宮田周☆ 甲斐向日葵

☆39 17 39 宮本恵美 高橋登史江 金田ルミ 山田聡子

40 18 サッポロ　レディース 村崎恵子 小林美紀 平山リサ 保坂優美 宮本理恵


