上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

混成の部(オープン)
順位

No.

チーム名

記録

1

232 ランフォーキッズE

1'44''26

2

511 NISSAN FR0

1'44''53

3

217 矢向Aチーム

1'46''45

4

150 ティーサーブA

1'48''22

5

233 ランフォーキッズG

1'48''24

6

239 ランフォーキッズR

1'50''44

7

051 さわやかＲＣ

1'51''20

8

176 ＨＨＮ会チームＤ

1'51''56

9

036 クロネコメンバーズ

1'56''37

10

715 ランフォーキッズT

1'57''28

11

074 ZMK＋G

2'04''49

12

230 ランフォーキッズC

2'06''22

第1区

第2区

第3区

第4区

山崎 雄一郎
0'33''18 (1)
33''18 (1)
佐々木 卓磨
0'37''20 (5)
37''20 (5)
廣田 純
0'39''33 (7)
39''33 (7)
木下 大地
0'44''23 (10)
44''23 (10)
脇口 恭生
0'36''41 (4)
36''41 (4)
井出 和夫
0'35''23 (2)
35''23 (2)
松谷 秀司
0'42''08 (8)
42''08 (8)
畠山 誠
0'39''31 (6)
39''31 (6)
藤原 拓
0'36''36 (3)
36''36 (3)
渡辺 真理子
0'45''06 (11)
45''06 (11)
後藤 優季
0'46''01 (12)
46''01 (12)
吉田 大輔
0'42''39 (9)
42''39 (9)

田中 恭子
0'59''47 (4)
26''29 (10)
小松崎 哲央
1'00''39 (5)
23''19 (5)
山田 真理子
1'04''48 (8)
25''15 (7)
橘川 有彌
1'01''43 (6)
17''20 (1)
片山 莉佳子
0'56''20 (1)
19''39 (3)
馬場 かおる
0'57''38 (2)
22''15 (4)
清水 秋菜
1'06''29 (9)
24''21 (6)
中西 大介
0'58''49 (3)
19''18 (2)
岩切 伊代里
1'03''03 (7)
26''27 (9)
沢登 里美
1'10''45 (11)
25''39 (8)
後藤 八重子
1'13''17 (12)
27''16 (11)
土居 里香
1'10''23 (10)
27''44 (12)

横井 貴之
1'21''18 (3)
21''31 (4)
本多 剛
1'21''46 (4)
21''07 (3)
奥原 宏文
1'25''54 (7)
21''06 (2)
青木 貴志
1'20''46 (2)
19''03 (1)
長山 美穂
1'20''29 (1)
24''09 (6)
今川 智之
1'24''45 (6)
27''07 (10)
瀬戸嶋 和美
1'28''22 (8)
21''53 (5)
松田 泰貴
1'24''36 (5)
25''47 (9)
大竹 栄子
1'31''29 (9)
28''26 (11)
珍田 真由美
1'35''58 (10)
25''13 (8)
霜村 隆史
1'38''02 (11)
24''45 (7)
野口 崇宏
1'40''18 (12)
29''55 (12)

石川 容子
1'44''26 (1)
23''08 (5)
中島 稔彦
1'44''53 (2)
23''07 (4)
川上 英明
1'46''45 (3)
20''51 (1)
清水 麻里
1'48''22 (4)
27''36 (11)
廣田 とも子
1'48''24 (5)
27''55 (12)
鹿間 芳明
1'50''44 (6)
25''59 (7)
金澤 毎映
1'51''20 (7)
22''58 (3)
和田 亜由美
1'51''56 (8)
27''20 (10)
大澤 晃輝
1'56''37 (9)
25''08 (6)
黒井 良子
1'57''28 (10)
21''30 (2)
藤井 由美子
2'04''49 (11)
26''47 (9)
山内 ふう子
2'06''22 (12)
26''04 (8)

