
クォーターリレー 

No. 1 チームあそびたい
森 実和子 木村 美幸 村田 きみえ

3 名

No. 11 久保家
工士 哲平 久保 健一 久保 美智子 工士 紗登子

4 名

No. 12 joy
北川 諄 猪股 美月

2 名

ハーフリレー 男子の部

No. 101 さくRUNS
鐘ヶ江 洋 笠田 誠 本告 治信

3 名

ハーフリレー 職場仲間の部

No. 131 CERI久留米3
安東 楠名未 上村 幸 小川 輝 井上 順子 河野 真知

帖佐 夏央里 岡山 真哉7 名

No. 132 湯けむり探検隊
中村 亮介 主藤 力 北村 優治 中田 有香 金武 佑樹

5 名

ハーフリレー 男女混合の部

No. 111 41COMETOGETHER
金納 巧 桐明 彰 中村 太一 神山 公裕 水田 智寛

東 健一郎 藤 久美子 藤谷 幸津美 近藤 恭江 藤谷 悠貴10 名

No. 112 走り屋
玉野井 亜希子 玉野井 道成 吉田 崇将 田中 大地 元村 大地

中川 晧紀 馬場 翔吾7 名

No. 113 M's Team
溝上 佳央 溝上 順子 溝上 睦月 溝上 和湊

4 名

No. 114 六本木
倉重 健一 溝上 圭 浦冨 喜益 馬立 真奈美

4 名

No. 115 虎ノ門
関 友洋 高木 賢 中島 大祐 河野 理絵

4 名

フルリレー 女子の部

No. 201 玉ねぎレンジャー
井本 海月 井上 ひまり 得重 光希 勝田 志織 横山 夏季

山本 真帆 福本 希海7 名



フルリレー 男子の部

No. 211 チーム3923
井上 芳広 石井 成一郎 平尾 大輔

3 名

フルリレー 男女混合の部

No. 221 Running9's
今福 徳男 井口 法恵 井口 龍翔 石橋 暖空

4 名

No. 222 九電工陸上部ＯＢＯＧ＆ジュニア
道下　美里 國武　良真 國武　卓真 横石　悠貴 加藤　悠香

竹村　理沙 酒井　美優 田上　貴之 田上　楓大 髙井　和治13 名
友廣　哲也 高原　聖典 吉川　修司

フルリレー 職場仲間の部

No. 231 Ambition
早場 猛 阿部 俊文 濱田 康高 佐藤 明史 丸山 幸雄

伊東 好弘 三池 祐史 東 大輔 井上 雅雄 井上 慎太郎12 名
中島 章雄 武富 文昭

No. 232 ひめラン
津福 和正 福山 晃生 桑原 勝利 植田 将広 細川 翔平

高鍋 竜一 仁田原 孝平 田中 理絵 中垣 真奈美 高橋 直美10 名

No. 233 チーム弥永
下田 駿平 鶴 彩子 佃 洋和 吉野 大地 西元 敦紀

西村 実奈子 八谷 直樹 大谷 虎太郎 山口 竜汰 林 優里子10 名

No. 234 福岡ゴジラ隊
村井 優介 迫 雄也 白石 恵太 藤崎 淳志 大石 恭嗣

田頭 弘司 福山 智世 甲斐 博之8 名

No. 235 チーム横枕
三原 昌利 横枕 啓介 山下 和美 藤吉 徹 百武 将大

平井 直人 安部 真司 山本 啓介8 名

No. 236 teamやながわ
石井 昭平 椛島 健一 片山 晴貴 谷口 智 高巣 よしまさ

坂井 道人 宮川 宗法 松尾 珠衣8 名

No. 237 西田デンタルクリニック
秋吉 勇佑 松永 茂 東川 喬彦 田口 宗孝 岸上 直樹

齋藤 達也6 名

No. 238 TEAM TERET
松永 輔 谷平 香織 和田 留美 江口 美咲

4 名

No. 239 ランナーfrom山
礒崎 愛永 矢野 彰宏 田中 凌太 草野 正揮

4 名


