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チーム番号 チーム名 人数 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4
101 Aチーム2017 2 柳下　大 市岡　隆興
102 みねさん 2 望月　将悟 谷　允弥
103 静岡OLCランニング部 2 高野　純一 田畑　清士
104
105 リバティトレイル 2 秋元　克男 大内　弘道
106 鈴与ロゲ部　いや、我々が優勝！ 2 永嶋　章二 大庭　正守
107 鈴与ロゲ部　我々が優勝！ 2 横田　圭一郎 加藤　和秀
108 hazi アンド じゃがいも 2 石上　雅之 桑原　基
109 鈴与ロゲ部　優勝？どうぞどうぞ！ 2 外山　達也 和田　雄規
110 うときてGo 2 鈴木　悟 吉藤　剛
111 おっさんぽ 2 渡邊　靖文 後藤　浩二
112 ES関東Cロゲイン部シニア 2 杉本　光正 桜井　剛
113 草薙クラブ 2 小澤　敬 市川　顯
114 マコ 2 加藤　高志 芝　光一郎
115 スマイルくん 2 遠藤　寛巳 小長谷　健
116 朝まで呑もう会 2 海野　裕介 上原　央
117 オレンジトレイルTS 2 福井　清道 成岡　輝行
118 岡田っこ 2 竹内　利樹 川畑　信章
119 君と僕 2 田中　公悟 谷川　友太
120 TMS 2 杉山　洋平 竹内　和彦
121 ちーむとりけも 2 高坂　昌信 中野　善人
122 バロムワン 2 津田　良輔 津田　大悟
123 タッシーと愉快な仲間達 2 那須野　公輔 田代　明良
124 JINKS 2 大原　威雄 不動寺　洋介
125 チーム迪草日和 2 鈴木　真 福島　大輝
126 Toshi早阪 2 河合　利幸 豊島　利男
127 チーム・ペガサス 2 松井　勝美 籾山　広行
128 M&Y 2 大木　洋介 林　幹雄
129 ボディディレクター 2 森　栄樹 島脇　伴行
130 たけちゃんズ 4 鈴木　武弘 杉山　博信 堤　喜行 小西　高志
131 熊ゴロー 4 松崎　将博 太田　真司 今北　博 伊藤　智也
132 HADA-TAN緑軍 4 岩田　和剛 青木　香興 三嶽　諒 鵜野　貴行
133 Chatons 4 大畑　平 因田　高章 末本　智大 後藤　正憲
134 14方面隊 4 小笠原　正仁 福石　尚広 杉浦　敬征 桜井　正伸
135 チャレンジャー 4 小塩　貴行 櫻井　晴夫 滝川　正之 大住　訓章
136 豚ゴロー 4 阪田　博章 植村　洋秋 片山　亜希雄 鶴岡　宏康
137 神ってる、いってる、ハゲてる 4 樅山　徳幸 中野　倫文 牧野　雄介 望月　秀亮
138 チーム　Akane 3 見城　紳一 矢澤　嘉章 村上　徹真
139 カッキーがんばります！ 3 大迫　岳志 小澤　寛孝 柿平　佑司
140 なりまして～チームＵＡＴ 3 山下　央 神尾　篤 吉田　孝弘
141 FMW 3 深澤　学 伊東　公洋 後藤　雅実
142 ★焼津ボーイズ＠シニア★ 3 松永　孝良 曽根　純生 浅原　茂博
143 水素フェチ 3 熊澤　靖元 島崎　隼一 梅村　達彦
144 爽野の会 3 坂本　高志 高澤　研介 名郷根　一則
145 遊木の森練習会 3 寺田　芳之 梅原　弘行 櫻井　廣一郎
146 南TRC 3 木村　治雄 原田　鉱一 岩崎　好春
147 PANZZETA 4 栗原　大輔 佐野　拓郎 久保田　光彦 木内　秀和
148 ＫＵＳＡＧＥＫＩ 3 藤井　岳之 増田　忠朗 石上　裕康
149 モシト 2 葛西　恒志 勝又　義人
150 チーム修行 2 高口　剛介 井上　智弘

チーム番号 チーム名 人数 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4
201 チョコげん☆ 2 神石　明子 松元　恭子
202 TEAM＆Club阿闍梨W 2 田島　利佳 上松　典子
203 鈴与ロゲ部　ブローカーズ 2 押見　由弥子 高橋　真知子
204 チームTK 2 レッドフォード　賀代子 渡辺　知子
205 チームいくみ 2 小倉　由理 横山　育海
206 まくらめふぁんくらぶ 2 井上　満美 細野　美典
207 たけかー 2 束村　真樹子 芝田　登紀子
208 チーム右京左京 2 秋房　麻理 重吉　未来子
209 Fun Trails 2 野村　佳代 杉山　千代子
210 ワタナベ激走隊 2 藤澤　可奈子 渡辺　裕子
211 マコ&ミーナ 2 神谷　南 鈴木　雅子
212 強力娘 2 一言　美砂 山本　結子
213 アラジンOL部 4 岩本　昌子 望月　志津歩 畠山　望美 内山　みちこ
214 ひまわり女子部 3 大村　亜津子 長谷川　恵 井村　美恵子
215 美人妻 3 橋口　真理 菊池　めぐみ 石黒　由美子
216 とっちゅ～&ガラ 2 金子　奈津美 萩原　朋香

5時間男子

5時間女子
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チーム番号 チーム名 人数 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4
301 チーム遠足 2 大澤　貴子 渡辺　達也
302
303 ぱんだっち 3 飯島　誠 小野　千晶 高橋　寿麻子
304 岡本家登山部 2 岡本　壮野 岡本　由季子
305 ☆めざせ！剣ヶ峰☆ 2 河村　知彦 河村　菜奈子
306 おさんぽ 2 作田　祥司 作田　和代
307 アラジンロゲRUN部 2 白鳥　慶一 高橋　幸子
308 ポンコツDEなぁ～ 2 細谷　直美 細谷　佳那
309 ＵＲＡナナコス 2 市川　大吾 前田　菜々子
310 ＵＲＡダーオノーズ 2 小野田　泰一郎 増田　早紀
311 グリーンオニオンズ 2 倉島　芳也 安井　智子
312 Milestones 2 田辺　洋一 伊藤　知子
313 くうすけ 2 加藤　泰雄 加藤　久枝
314 せきちゃんず 2 関戸　伸明 関戸　和美
315 チーム58 2 吉野　啓吾 亀田　志緒
316 たけるっち 2 古澤　徹 古澤　順子
317 なりまして～チームＨＭＭ 2 嵯峨　宏子 細田　守雄
318 ＵＲＡノリダーズ 2 佐々木　大吾 山口　紀美
319 morimai-web.com 2 菅谷　裕志 守屋　舞香
320 KIWAMI 2 杉山　彩 小山　剛広
321 Satomami 2 小林　真実 小池　聡
322 さわやかで肉食べるまでがロゲだからな！ 2 内田　和宏 小林　有美子
323 写走ろKM 2 神谷　紗織 森田　悦朗
324 Team瀬尾茶 2 古茶　轄己 瀬尾　暢香
325 ニット帽 2 長浜　泰江 清水　勇
326 あおちゃんず 2 青柴　浩史 青木　実和
327 TMS 2 安心院　創一郎 石黒　紀代美
328 駒沢あさトレ部 2 中島　瑞恵 千田　誠
329 ふわっとチーム 2 浅野　貴生 浅野　ゆかり
330 チームkryptonite 2 増田　昭博 増田　貞子
331 T&K 2 太田　京子 太田　敏美
332 チームTakigawa 2 瀧川　英雄 瀧川　朋子
333 チームＨ＆Ｍ 2 田中　秀英 池上　美沙子
334 しげ☆きよ 2 長井　茂雄 長井　清子
335 モンゴルパワーズ 2 大崎　真美 渡辺　淳二
336 TEAM ティッシーさん 2 土井　啓二 武井　良江
337 ☆りんご＆ぱいなっぽー　ち～む☆ 2 栗坂　真弘 平野　涼子
338 コタロー 2 豊沢　吉弥 豊沢　弥生
339 KENTAROUS 2 小畑　剣士 柳澤　洋美
340 ココペリ 2 渡辺　充 鈴木　美岐
341 KUNIランナーズ 2 掛川　浩世 櫻井　繁
342 team-hy 2 櫻井　秀樹 櫻井　由美子
343 茶太郎＆小春 2 山内　勉 山内　小百合
344 ひつじ 2 城　広成 城　江里子
345 サブＪだＺ!! 4 山本　純子 岡田　泰典 土方　宏明 内山　達矢
346 ☆寿司照・はーい！おあいそ☆ 4 大多和　あずさ 岩田　浩二 志田　圭吾 志田　希
347 ピストン太田とキッコーマンズ 4 加藤　亮 太田　博之 芦川　雅哉 竹本　かよこ
348 tk2 4 山口　智弘 戸室　哲司 戸室　恭子 山口　加奈子
349 ☆寿司照・いくら丼☆ 4 明田　恵理子 佐野　直紀 杉崎　夕子 山田　麻耶子
350 チームさえ丸 4 土屋　幸雄 土屋　潤子 秋山　栄章 益谷　尚豪
351 HADA-TAN-A 3 桴谷　泰之 三嶽　暢裕 山口　慶子
352 TEAM TANAKA trail cheetah 4 田中　大貴 大石　弓恵 並木　紀之 古川　雄貴
353 BBAB 4 西島　純子 西島　研一 池田　司 仁科　俊介
354 GONGURI 4 岡崎　幸治 寺澤　直樹 松本　繰代 杉浦　慶一
355 ♪らくらくz♪ 4 村上　和久 土屋　幸夫 杉本　知子 望月　一弘
356 ゆるゆる4 4 鈴木　文子 塚本　一孝 村松　久美子 鈴木　信子
357 いいかげん会　チームＡ 3 池田　利男 村松　みゆき 佐野　圭
358 オレンジトレイル　team M 3 三輪　友也 宮澤　文博 増田　絢巳
359 いいかげん会　チームＢ 3 山田　順一 山田　恭子 吉澤　薫
360 MATTARI 3 簗場　道弘 杉山　真悟 糠谷　美智子
361 チームチョキ 3 松原　瞳 丸山　朋子 佐藤　圭介
362 MAI 3 小沼　めぐみ 今宮　出雲 山中　あけみ
363 チーム麦塾 3 長坂　基史 長坂　百合子 生川　晴美
364 チームハンド 3 羽毛田　一弘 羽毛田　和美 中村　宏美
365 和田（かずた）俺俺 3 小林　大起 上野　孝治 和田　和代
366 ARC静岡 4 浅羽　純子 浅羽　明樹 佐々木　祥文 山﨑　将芳
367 あおひで族 4 田中　伸佳 緒方　謙太郎 緒方　美幸 青木　秀子
368 Team KITSUNE 2 杉浦　史生 初澤　里佳
369 おんまり 2 遠田　麻里 遠田　佑樹

5時間男女混合
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チーム番号 チーム名 人数 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4
401 tam³ 5 岩崎　正晃 岩崎　聖子 岩崎　友哉 岩崎　文音
402 にょ～・ライオン 4 石上　奈津子 石上　知佳 石上　和樹 安本　柊一
403 KAWADA 4 河田　千夏 河田　貴司 河田　宗司朗 河田　胡春
404 ヘタレ 4 近藤　充泰 近藤　美香 近藤　七海 近藤　凛平
405 機関車トーマス3号 4 小林　達子 小林　邦行 小林　巧資 小林　勇仁
406 ちゃおちゃお 4 植松　将伍 植松　真希子 植松　美衣 植松　夏那
407 滝家（たきけ）パイナップル 4 滝　正晴 滝　志保 滝　晴樹 滝　幸太
408 ぱおとら 4 北原　晃一郎 北原　美咲 北原　佑太朗 北原　咲智
409 Fuji Trailhead 4 相馬　真由美 相馬　若葉 相馬　太郎 藁科　蒼
410 はるちゃん 3 山下　義弘 山下　晴大 山下　夏実
411 ごろごろお昼寝時間 3 山崎　亜希 山崎　涼凱 山崎　琥童
412 えいぷりる 3 杉山　尚伸 杉山　理恵 杉山　侑那
413 ボアソルチ 3 鈴木　公厳 西　政紀 西　大和
414 チームコンタ 3 西ヶ谷　卓 西ヶ谷　征子 西ヶ谷　岳杜
415 ゆうぽんズ 3 牧戸　和之 牧戸　季美子 牧戸　悠生
416 ハッピー　ピーマン 2 稲見　晃宏 稲見　颯介
417 THE FOOL 2 中田　和樹 ﾅｶﾀﾞ　ﾋﾅﾀ
418 たけナビ 2 松永　佳樹 松永　岳樹
419 ホップ　ステップ　足つった 2 望月　智夏 望月　開路
420 チーム　那由他 2 望月　良昭 望月　那悠太
421 コアラ姫 2 眞野　千奈津 眞野　奈月音

チーム番号 チーム名 人数 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4
501 おとうさんといっしょ 4 天野　友博 天野　恋町 天野　小夢 天野　眞由奈
502 ジョッキのたろちゃん 4 斎藤　南 牧野　真生 佐藤　健太郎 石神　朱萌
503 BIG&SMALL; 4 宮原　英里 田中　清花 井上　絢子 渡辺　純
504 すずらん 3 中村　良子 小池　やすえ 池田　真理子
505 チーム　ガヤ² 3 近藤　哲 近藤　碧 近藤　暖
506 チーム aiai 3 山田　奈津子 山田　紅愛 山田　悠愛
507 ノリノリこばさん 3 小林　良恵 小林　徹 大友　のり恵
508 テクテク 2 青木　不二彦 青木　裕真
509 ＴＥＡＭ　ＦＩＲＥ　ＢＡＬＬ 3 野田　真里江 清水　珠美 望月　久徳
510 ブンちゃん 2 松永　康裕 松永　創
511 清里トレイルクラブ 2 永池　良行 永池　ひとみ
512 オレンジ工藤 2 工藤　伸治 工藤　晶子
513 relax 2 小川　りえ 山越　愛子
514 ヤマタクニコ 2 鈴木　拓実 小宮山　峻一
515 お達者倶楽部 2 上田　正宜 上田　由紀
516 Ｔ&Ｔ 2 井口　太志 杉本　哲也
517 満観丸 2 青木　真也 石原　義仁
518 HarapekoShimizu 2 小澤　佐和子 石田　美紀子
519 かごんま代表 2 佐志　治樹 村松　恵子
520 タリキホンガーズ 2 白井　直子 内田　順子
521 山援隊 2 八木　大輔 八木　碧惟
522 45degrees 2 余語　瑞紀 余語　令香
523 三保トレラン部 2 鈴木　茂雄 鈴木　絵里子
524 もこたろう 3 市川　智康 市川　加奈子 市川　虎太郎
525 オレンジトレイル★ブラック 2 西沢　さとる 河内　陽介
526 チーム小雪 3 石田　敦士 石田　知里 石田　雪菜
527 附属中124期同期 2 吉井　謙太 齊藤　駿
528 絆トレラン部 3 高橋　直人 眞野　晃寿 赤井　雄二郎
529 ぱっく＆くまごろう 2 中島　克行 中島　真里

チーム番号 チーム名 人数 メンバー1
601 川口　正洋 1 川口　正洋
602 桑内　義博 1 桑内　義博
603 Ｃｌｕｂ阿闍梨 1 佐藤　秋
604 奥山有功 1 奥山　有功
605 永元 1 永元　秀和
606 根本雅昭 1 根本　雅昭
607 竜爪山 1 中村　直喜
608 寺田　慎一 1 寺田　慎一
609 森本大輔 1 森本　大輔

チーム番号 チーム名 人数 メンバー1
701 シノハラセツコ 1 篠原　節子
702 チームやまんば 1 上土井　礼子
703 杉浦正美 1 杉浦　正美
704 Sumire 1 高津　寿三鈴

3時間ソロ女子

5時間家族

3時間チーム

3時間ソロ男子


