
12時間男子
1 (130) ﾏｯﾊﾟ 2030点 (21:43:43) 田中 公悟，竹内 利樹，

2 (101) Aチーム2018 1905点 (21:45:35) 柳下 大，市岡 隆興，

3 (107) Route M 1790点 (21:46:27) 秋元 恒郎，鎌倉 克久，

4 (114) TMS イヌイ 1790点 (21:48:33) 杉山 洋平，丹羽 紀之，

5 (105) HASH 1690点 (21:56:38) 青柴 浩史，堀井 智史，

6 (106) TMS team T.A.N 1605点 (21:51:51) 野々垣 敦紀，竹内 和彦，安心院 創一朗，

7 (127) チーム茶鈴古♪ 1575点 (21:54:17) 鈴木 真，古茶 轄巳，

8 (136) 池宮 1545点 (21:42:57) 池田 征寛，宮園 貴之，

9 (131) 京葉オリエンテーリング 1535点 (21:42:50) 池 陽平，松崎 崇志，

10 (110) sancha 1520点 (21:41:59) 谷川 照樹，細田 典匡，河内 陽介，

11 (133) 大坪家 1470点 (21:41:21) 大坪 穂高，松田 公則，

12 (140) TMS ダリ 1455点 (21:41:56) 村山 良二，片野 大輔，

13 (113) TEAM HADANO TANZA 1375点 (21:57:27) 岩田 和剛，桴谷 泰之，

14 (126) ちｰむとりけも 1375点 (21:58:22) 高坂 昌信，中野 善人，

15 (123) チームOMC 1290点 (21:45:57) 清水 亮，山村 泰我，

16 (112) Seaweed B 1260点 (21:47:10) 森 栄樹，関 顕彦，

17 (141) 星子通信工業 1245点 (21:28:31) 星子 雅司，中村 良雄，

18 (137) 梅干しJAPAN 1185点 (21:59:18) 福島 大輝，増田 康，

19 (116) アルパイン懲りたーズ 1170点 (21:50:22) 宮崎 厚志，成瀬 悠輔，

20 (111) scampers 1165点 (21:54:26) 小野 幸輝，柿野 誠，

21 (124) チームいわお 1125点 (21:47:17) 小野 孝行，岩瀬 雅美，

22 (121) しょうちゃんず 1085点 (21:45:49) 丸山 翔太郎，高田 将，

23 (135) 地獄のヒーロー 1080点 (21:50:33) 川口 隆太，濱 秀隆，

24 (132) 世界の山頂でﾋﾞｰﾙを飲 1045点 (21:56:19) 那須野 公輔，近藤 鉄平，

25 (118) ウープス＆オクム 1025点 (21:22:46) 中川 喜智，林 徹，清水 隆年，肥塚 秀明

26 (120) さわやかなぼくら 985点 (21:55:03) 芦川 雅哉，太田 博之，加藤 亮，

27 (104) Dirt 945点 (21:14:08) 松本 武史，吉奥 祐介

28 (117) ウィスキーとポトフ 860点 (21:22:03) 大塚 智久，水上 清一郎，

29 (119) ｺｼﾞﾓﾘ 860点 (21:48:04) 森 隆史，小路 勇一，

30 (109) RUNARXロゲ部 835点 (21:45:06) 泉 元根，加藤 崇，

31 (134) 丹沢ドAC 830点 (21:27:26) 小比類巻 満，上野 誠司，

32 (102) 1976 825点 (22:03:33) 村上 貴洋，志水 洋一，

33 (129) ハッピーピーマン 815点 (21:41:45) 稲見 晃宏，稲見 颯介，

34 (103) damonde trail 780点 (21:41:51) 松宮 達也，福井 利之，

35 (139) 六文銭ボーイズ 765点 (21:25:56) 真田 清貴，漣 伸隆，羽地 慎吾，

12時間男子



36 (125) チームスーパーミラクル 755点 (20:57:25) 加藤 俊輔，川下 了央

37 (108) ROUTE180 690点 (20:33:59) 勝又 義人，葛西 恒志，小宮山 峻一，

38 (115) ｱｸﾃｨｵ疾風会 690点 (21:11:26) 小林 宏，及川 裕和，

39 (142) ｱｸﾃｨｵ疾風会B 580点 (21:33:40) 戸張 貴彦，熊木 厚室，

40 (138) 歩荷侍 520点 (21:20:07) 服部 圭輔，松井 健，岡部 崇，

41 (128) パセリ 10点 (22:10:07) 内田 圭祐，杉本 純弥，

( 12時間男子 、 未帰還者数 0 、 20:52:27現在 )



12時間女子
1 (201) 10分くらい 1480点 (21:52:07) 湯浅 綾子，久津間 紗希，

2 (203) TMS team CaSa 1215点 (21:43:33) 西村 小百合，成久 加奈，

3 (208) チーム菊理媛 990点 (21:50:56) 富永 美和，田口 真由美，井上 満美，

4 (207) チームTK 955点 (21:44:09) レッドフォード 賀代子，伊藤 知子，

5 (209) ちんどうちゅう 935点 (21:38:34) 寺尾 美鈴，大道寺 真理，

6 (210) みつもり 930点 (21:55:24) 光瀬 美樹，守永 朋子，

7 (206) アルストロメリア 885点 (21:35:38) 北條 景子，横井 里乃，

8 (202) JASMINE 765点 (21:43:01) 川口 優子，渡邉 真理子，長浜 泰江，石河 寛子

9 (212) 富士山さんで元気を取 590点 (21:52:52) 山本 美保，池田 一恵，

10 (205) アラジンOL部 550点 (20:56:34) 岩本 昌子，小長谷 みゆき，

11 (204) Team 山ｶﾌｪ｡ 440点 (21:48:24) 篠原 節子，野村 佳代，

( 12時間女子 、 未帰還者数 0 、 20:52:27現在 )



12時間混合
1 (343) 智隊 1620点 (21:49:50) 鈴木 智人，福井 奈穂，

2 (301) チーム遠足 1420点 (21:59:11) 大澤 貴子，渡辺 達也，

3 (346) 餃子連合 1400点 (21:55:36) 内田 憲匡，竹永 聡子，

4 (316) コタロー 1375点 (21:43:38) 豊沢 吉弥，豊沢 弥生，

5 (304) FOREVER38s 1355点 (21:45:22) 石井 尚久，野間 陽子，

6 (349) Cro-magnons 1330点 (21:46:24) 小畑 剣士，吉澤 紋子，

7 (310) SHC 50s 1275点 (21:44:19) 中島 克行，古澤 徹，内藤 滋信，掛川 浩世

8 (309) Seaweed A 1260点 (21:47:11) 池上 一英，山谷 典子，

9 (324) ﾁｰﾑKITSUNE 1190点 (21:55:57) 初澤 里佳，杉浦 史生，

10 (344) 流れづとめ 1180点 (21:58:12) 馬淵 洋志，柳澤 るみ，尾花 勇，

11 (347) エバニューＡＣ 1145点 (21:25:02) 太田 一寿，大久保 江莉，

12 (329) チーム金港堂 1130点 (21:28:03) 相羽 大輔，中出 倫留，片岡 千尋，

13 (314) ｴｷﾃﾞﾝﾃﾞﾝ 1125点 (21:51:08) 鈴木 悟，溝口 みな子，

14 (332) ふわっとチーム 1120点 (21:36:22) 浅野 貴生，浅野 ゆかり，

15 (336) ﾛｹﾞ準備室YB 1105点 (21:30:03) 大野 晃正，岩上 由紀，

16 (323) だめもとWENS 1105点 (21:58:21) 渡邉 麻実子，寿栄松 孝介，登立 和真，

17 (325) ﾁｰﾑｶｸﾞｰ 1090点 (21:59:25) 木下 正大，木下 佳子，

18 (306) GONGURI 1035点 (21:30:51) 岡崎 幸治，寺澤 直樹，松本 繰代，

19 (326) チームチョキ 1030点 (21:32:14) 竹内 正宏，松原 瞳，杉浦 慶一，

20 (317) ｻﾝｺﾝｽﾞ 945点 (21:27:41) 米田 英昭，岩月 なつ美，

21 (322) その辺で走るひと 925点 (21:45:29) 小島 沙和子，末久 哲也，

22 (311) TMS mix TK 920点 (21:38:20) 石黒 紀代美，福岡 孝浩，

23 (337) ろんぐはいかぁず 865点 (22:01:17) 岡田 泰三，甲斐 聖子，森本 康裕，

24 (318) サンマーメンズ 860点 (20:59:13) 笹崎 良夫，小湊 義彰，神山 典子，

25 (340) 熊本とれっくB 850点 (22:01:07) 市丸 由香，天本 徳浩，

26 (328) ﾁｰﾑともじｰ 845点 (20:28:10) 村井 健二，村井 朋子，

27 (302) 100milecom 840点 (21:23:21) 梅原 弘行，櫻井 廣一郎，内山 みちこ，

28 (333) めざせ！剣ヶ峰 810点 (21:55:00) 河村 知彦，河村 菜奈子，

29 (327) チームちょも 800点 (21:37:00) 友成 洋子，友成 啓文，

30 (307) MS同志会イ 780点 (21:24:21) 宮崎 英樹，窪田 尚巳，北村 葉子，

31 (348) deco倶楽部 745点 (21:37:16) 青山 亜希，後藤 涼太郎，

32 (303) decimo 745点 (21:43:19) 酒井 紀和，酒井 奈緒美，

33 (305) ＧＧＴ 740点 (21:55:49) 清水 智恵，舟久保 慎，

34 (308) MS同志会ロ 730点 (21:51:03) 柏樹 芳雄，瀧澤 真弓，中條 壱哲，

35 (339) 駒沢あさﾄﾚ部 685点 (21:44:45) 中島 瑞恵，千田 誠，

12時間混合



36 (334) よく食べる仲間たち 680点 (21:11:01) 直 修司，坂倉 豊，津森 喜子，杉山 麻里

37 (345) 鈴木千史 670点 (21:43:57) 鈴木 千史，川原 真由美，中村 一彦，板井 麻恵

38 (338) 関東もぐら 575点 (21:06:54) 高安 理，河野 昌子，

39 (335) りくほえる 450点 (19:20:57) 和田 礼子，森田 次彦，

40 (321) しげ☆きよ 385点 (19:44:54) 長井 茂雄，長井 清子，渡辺 知子，

41 (342) 森の妖精とその他3名 370点 (11:40:00) 遠藤 光広，杉崎 夕子，佐野 慎一，内田 寛

42 (330) ちゃりんこチェリー 315点 (22:07:32) 藤澤 可奈子，友定 伸浩，早川 一，

43 (319) し～るべ -180点 (22:15:23) 田辺 洋一，深浦 茂子，

(312) Wildes Kamuy LATE (22:34:08) 伊藤 正美，木村 秀一，田村 晃子

(315) ココペリ DISQ (20:55:26) 足立 辰彦，池田 俊彦，真鍋 典夫，佐藤 文

( 12時間混合 、 未帰還者数 0 、 20:52:28現在 )



6時間男子
1 (1101) KENZEN 1332Hz 325点 (15:42:12) 鞘本 誠二，日比野 昌史，

( 6時間男子 、 未帰還者数 0 、 20:52:28現在 )



6時間女子
1 (1201) チーム福村 270点 (15:48:09) 福原 みさよ，佐々 陽子，

2 (1202) セカイの尾張 250点 (5:33:38) 鞘本 万里，西谷 理恵，

( 6時間女子 、 未帰還者数 0 、 20:52:28現在 )



6時間混合
1 (1307) あぐぴ? 865点 (15:57:34) 小高 綾，小高 義也，

2 (1301) KIWAMI 660点 (15:53:33) 杉山 彩，小山 剛広，

3 (1305) チームHTA 505点 (15:36:47) 西尾 亜紀，繁友 多江子，中野 佳揮，

4 (1302) えつとてる 455点 (15:58:14) 沼田 光史，堀内 悦子，

5 (1306) 山本山 320点 (15:53:50) 山本 豪人，山本 あゆみ，

6 (1304) ﾁｰﾑﾏｰｼｭ 285点 (15:58:10) 沼澤 陽子，沼澤 聡，

7 (1303) カツオ 255点 (15:42:41) 坂倉 えり子，伏見 直人，

( 6時間混合 、 未帰還者数 0 、 20:52:28現在 )



6時間家族
1 (1401) あさひ -695点 (16:09:56) 黒川 英郎，黒川 旭，

( 6時間家族 、 未帰還者数 0 、 20:52:28現在 )


