
12時間男子
1 (201) 山とヤギ 2225点 (20:54:57) 柳下 大，山田 慎也，

2 (212) マッパ 1990点 (20:56:19) 田中 公悟，竹内 利樹，

3 (204) 蒼穹クラブ 1800点 (20:40:47) 中野 茂暢，原 良和，

4 (221) TMS 1755点 (20:33:52) 竹内 和彦，安心院 創一郎，野々垣 敦紀，

5 (208) 青葉会 1680点 (20:55:45) 八神 遥介，上野 光，

6 (225) まつしば組 1625点 (20:37:46) 松井 勝美，柴本 貴弘，

7 (203) ちーむぐらつね 1600点 (20:51:10) 秋元 恒郎，鎌倉 克久，

8 (207) 聖☆おじさんず 1585点 (20:58:16) 国沢 五月，小山 温史，

9 (222) BBCT 1570点 (20:55:05) 別府 総平，野口 善二，

10 (214) 丹沢BBB 1550点 (20:49:59) 田中 尚之，鈴木 祐介，

11 (224) シクロプロパン 1505点 (20:55:35) 池亀 裕一，笛岡 昂，

12 (218) ちーむとりけも 1350点 (20:49:45) 高坂 昌信，石川 遥，

13 (223) 藪漕ぎ隊 1335点 (20:45:13) 岡本 壮野，福島 裕二，

14 (206) 藪漕ぎですかい 1295点 (20:35:19) 赤井 英夫，坂倉 守，

15 (220) DAMONDE　TRAIL 1290点 (20:22:32) 松宮 達也，福井 利之，

16 (227) 爆走マナジーズ 1270点 (20:43:03) 真鍋 典夫，松井 達矢，

17 (205) チーム　N＆N 1095点 (20:19:31) 直 修司，中村 一彦，

18 (210) チーム３７７６ 1095点 (20:44:37) 笹崎 良夫，小湊 義彰，岩本 久，

19 (228) エバニュー 1090点 (20:13:15) 太田 一寿，高橋 行男，

20 (108) 足和田山土木部 1030点 (20:37:43) 南 真人，武若 雅哉，

21 (216) ポテサラボーイズ 955点 (20:54:41) 真田 清貴，漣 伸隆，石塚 一盛，

22 (211) アクティオ疾風会 930点 (20:47:58) 小林 宏，戸張 貴彦，熊木 厚至，

23 (226) HADA☆TAN 900点 (20:46:47) 岩田 和剛，桴谷 泰之，

24 (219) 御殿場180号線 885点 (20:02:50) カサイ コウジ，カツマタ ヨシト，コミヤマ シュンイチ，

25 (209) NNC関東 815点 (20:32:09) 柏樹 芳雄，横田 俊樹，

26 (215) おさんぽ 615点 (20:35:07) 渡邊 靖文，後藤 浩二，

27 (217) ぷーの減量大作戦 355点 (18:31:05) 中村 成伸，及川 士朗，

( 12時間男子 、 未帰還者数 0 、 23:06:22現在 )



12時間女子
1 (308) トランスあっちこっち 1455点 (20:59:25) 大古場 美乙，湯浅 綾子，

2 (304) みつもり 1175点 (20:38:58) 守永 朋子，光瀬 美樹，

3 (302) TEAM&Club阿闍梨W 1095点 (20:53:50) 田島 利佳，松元 恭子，

4 (305) Jasmine NYK 945点 (20:28:06) 石黒 紀代美，長浜 泰江，南澤 久美，

5 (301) チームTK 685点 (20:29:13) レッドフォード 賀代子，伊藤 知子，

6 (303) さちほえる 675点 (20:45:20) 和田 礼子，長谷川 佐知，

7 (306) jasmine　mini 500点 (20:47:15) 川口優子，渡辺 真理子，石河 寛子，

( 12時間女子 、 未帰還者数 0 、 23:06:22現在 )



12時間混合
1 (109) チーム遠足 1765点 (20:57:12) 大澤 貴子，渡辺 達也，

2 (104) GEKIZAKA 1590点 (20:51:05) 釘嶋 岳幸，福井 奈穂，

3 (123) ココペリ 1585点 (20:52:02) 渡辺 充，桜井 美恵，

4 (136) チームそれでも走るか1 1510点 (20:43:33) 大澤 元成，末岡 佑太 ，岡 さゆり，

5 (102) 風神雷神 1485点 (20:45:16) 鈴木 真，武井 正幸，杉田 明日香，福島 大輝，

6 (115) さわやかという名のもと 1415点 (20:57:41) 加藤 亮，作田 祥司，桑原 和代，

7 (112) ちーむ道草 1335点 (20:45:00) 榎木 妙子，山本 文朗，

8 (111) TEAMココドコ 1225点 (20:05:50) 村井 健二，村井 朋子，

9 (110) 目指せ！３年A組 1190点 (20:55:38) 坂倉 豊，高津 寿三鈴，

10 (134) チーム菊理媛 1150点 (20:56:55) 富永 美和，中野 善人，

11 (107) Team ドリカム。 1070点 (20:57:29) 高橋 恵子，飯村 道夫，高橋 洋一，

12 (119) ロゲ準備M３ 1030点 (20:51:25) 松野 智子，松田 央，渡辺 真理，

13 (132) パークアウト 1020点 (20:39:18) 瀬谷 全那，瀬谷 利花，

14 (129) あふろ波平 with Super 980点 (20:46:19) 上野 匡，米山 友美，木村 秀一，伊藤 健志，

15 (114) 軽井沢ロゲイニング倶 970点 (20:46:53) 田口 裕子，久保田 賢次，

16 (135) チョコしるべ 950点 (20:57:22) 田辺 洋一，神石 明子，

17 (130) にょっき～ず 945点 (20:43:48) 熊倉 良樹，長井 真理子，中川 正巳，

18 (137) MtSN-A 945点 (20:55:26) 宮崎 英樹，小野 孝行，内藤 勝博，川原 真由美

19 (125) チーム金港堂 905点 (20:46:37) 相羽 大輔，山岸 達尚，片岡 千尋，

20 (133) chibi 860点 (20:48:27) 小林 美里，塩沢 秀樹，

21 (118) Long Long Gooo! 790点 (19:17:46) 櫻井 廣一郎，梅原 弘行，内山 みちこ，

22 (113) ＳＳＴ 770点 (20:38:19) 鈴木 真樹子，束村 宏，

23 (131) Team Blue 765点 (20:42:19) 上松 潔，上松 典子，

24 (117) ロゲ準備室YB 695点 (20:43:40) 大野 晃正，井手 裕里子，

25 (103) シゲ☆キヨ 685点 (19:47:28) 長井 茂雄，長井 清子，

26 (120) かいちゃんS 515点 (20:35:00) 望月 智夏，望月 開路，

27 (122) MJR 430点 (20:48:37) 鈴木 淳，池田 瑠美，

28 (124) ちばぽんず 390点 (20:43:17) 渡辺 裕子，塚越 宣之，

29 (128) やまぼけA 340点 (20:17:54) 坂本 謙悟，曽我 美香，

30 (101) チームCloud Nine 300点 (20:51:46) 飯島 誠，迫田 順，村田 真紀，

(127) ムチカナマウ純 DISQ (21:33:19) 森田 拓之，海老原 竜太，馬内 友美，

(126) ターミヤ　ツモタム DISQ (21:39:57) 田村 恒二，宮本 徹，津森 喜子，鈴木 隆博，

( 12時間混合 、 未帰還者数 0 、 23:06:22現在 )



6時間男子
1 (508) 太尾連合 645点 (15:58:20) 木村 洋，遠藤 力，

2 (507) まついしの 500点 (15:48:30) 松井 啓，石野 剛，

3 (504) ウランちゃんズ 470点 (15:57:38) 泉 元根，浦 一弘，

4 (503) コジモリ 435点 (15:54:07) 森 隆史，小路 勇一，

5 (505) 個人 425点 (15:47:42) 杉浦 勝哉，大城 篤志，

6 (506) ベーグルワン 280点 (15:38:53) 中條 茂幸，中村 良則，松川 徹也，

7 (509) クマ大好き 240点 (15:47:59) 勝田 治，無州 宏之，吉澤 大輔，

8 (501) y-flo 205点 (16:04:47) 宮崎 厚志，若岡 拓也，

( 6時間男子 、 未帰還者数 0 、 23:06:22現在 )



6時間女子
1 (603) 走れOL庶務2課 195点 (15:52:03) 岩本 昌子，望月 志津歩，増井 優子，

2 (601) タリキホンガーズ -210点 (16:03:46) 白井 直子，内田 順子，

3 (602) 狩り部 -1405点 (16:14:27) 石田 宏衣，佐藤 景子，

4 (604) チーム福村 -1410点 (16:15:51) 福原 みさよ，村上 賀苗，

( 6時間女子 、 未帰還者数 0 、 23:06:22現在 )



6時間混合
1 (406) 栃ラク☆K 770点 (15:57:22) 稲葉 公威，稲葉 陽子，

2 (407) 静岡南TRC 555点 (15:51:51) 掛川 浩世，木村 治雄，

3 (409) honeybees 540点 (15:59:27) 藤田 浩二，宮本 奈保美，

4 (405) コタロー 520点 (15:52:09) 豊沢 吉弥，豊沢 弥生，

5 (401) オールブラックス静岡 455点 (15:55:25) 馬淵 洋志，栗田 英里，

6 (403) VIVA温泉 375点 (15:38:31) 渡辺 篤，若林 梢，

7 (408) ちーむりはけも 325点 (15:57:17) 井上 満美，岸江 賢一，

8 (404) ロゲ準備室S 305点 (15:58:46) 佐野 正，佐野 元子，

9 (413) MtSN-B 285点 (15:57:13) 横尾 絢子，黒尾 めぐみ，熊沢 淳子，植木 徹

10 (410) チームAkane 285点 (15:57:42) 見城 紳一，村上 徹真，平井 勇三，安倍 千香子，

11 (411) よしなり家 -140点 (16:04:32) 吉成 衣代，吉成 元孝，

12 (402) チーム大鹿窪 -475点 (16:09:01) 東 裕明，今井 妙子，

( 6時間混合 、 未帰還者数 0 、 23:06:22現在 )



6時間家族
1 (701) ハムちゃん 465点 (15:56:07) 宮崎 崇徳，宮崎 愛海，

2 (704) はるちゃん 275点 (15:55:02) 山下 義弘，山下 晴大，

3 (703) おおきな木 30点 (15:19:30) 大木 敬弘，大木 悟子，大木 心遥，大木 陽和太，

( 6時間家族 、 未帰還者数 0 、 23:06:22現在 )


