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101 9:00 チームチョキ 混合 杉浦慶一 松原瞳

102 9:00 Ｍ＆Ｍ 混合 浦口みちよ 河野正浩

103 9:00 RUN-JOY 混合 石神将輝 石神智香

104 9:01 PINK HOUSEは迷わない 混合 富所康広 竹嶋優子

105 9:01 混合 望月彩乃 望月剛

106 9:01 red beans 混合 荒木賢 荒木恵美子

107 9:02 ズッキーニ 混合 伊藤拓二郎 相松静菜

108 9:02 アラジンロゲラン部 混合 高橋幸子 白鳥慶一

109 9:02 静岡オリエンテーリング・クラブ 混合 中島克行 大類亜美里

110 9:03 ヒトトキワークス 混合 上村陽介 上村美奈

111 9:03 やまめ 混合 遠藤和子 山本高士

112 9:03 ふわっとチーム 混合 浅野貴生 浅野ゆかり

113 9:04 加波一族　紫組 混合 久保和彦 冨澤いずみ

114 9:04 ドアーズ 混合 戸塚多恵 戸塚祐介

115 9:04 TJM 混合 田島晋 田島鮎美

116 9:05 ネコ飼いたい 混合 八木澤孝行 八木澤恭子

117 9:05 俵や 混合 梅沢美代子 山田直文 金山航 山田久美子

118 9:05 混合 松井薫弘 平田哲寛 松田実代子 加藤美由紀

119 9:06 混合 有澤亜以 有澤洋介 石井正人 今野夏子

120 9:06 チーム伊勢神宮 混合 中村亮介 中村晶子

121 9:06 3度の飯より地図読みが好き 混合 山本恵美 本間晃

122 9:07 RENREN 混合 佐藤修 山内小百合 木下涼子

123 9:07 聖 混合 掛川浩世 古澤徹

124 9:07 智隊 混合 鈴木智人 鈴木純子

125 9:08 トレランず 混合 室伏亜矢子 大原秀一 上手真紀 関上郁

126 9:08 IG SHIZUOKA 混合 曽根良介 横打千恵子

127 9:08 チーム「ズッパ」 混合 津島健志 三村輝幸 守谷安世

128 9:09 し～るべ 混合 田辺洋一 深浦茂子

129 9:09 てるてる坊主 混合 安藤綸沙子 内山力

130 9:09 坊主と寅さん 混合 後藤貴子 水上清一郎

131 9:10 まっちゃん 混合 松井幸恵 松井俊太朗

132 9:10 やきとん愛好会 混合 佐々木暁子 佐々木忍

133 9:10 Moffs 混合 藤岡楓 澤朋幸

134 9:11 チームまたたび 混合 森本康裕 森久美子

135 9:11 石上酒店 混合 石上直美 石上統也

136 9:11 えりかと愉快な仲間たち 混合 宮城勝人 西ケ谷えりか 岩本拓巳

137 9:11 秘湯 混合 高木優香 曽根太一

138 9:12 おだいちゃんと家康くん 混合 福島昌浩 三浦由紀子

139 9:12 やまざる 混合 小倉遥 小倉健児

140 9:12 まっちゃんF 混合 松野峻也 松野智子

141 9:12 TEAM FUJI WIND 混合 小玉通子 難波隆宏 守野哲也

142 9:13 なちけん 混合 山岸夏希 楠健志 7960722

143 9:13 A&K 混合 松本英作 松本妙子

144 9:13 湯河原RRC 混合 伊東香 松本准 加藤雅男

145 9:13 和蔵RC 混合 鈴木勝 田畑正記 小林淳子 斎藤南

146 9:14 混合 飯島浩 湯浅綾子

147 9:14 TEAM FUJI WIND SK 混合 北川恭子 鈴木茂雄

148 9:14 TEAM-GO 混合 合田精孝 福田はるか

149 9:14 ときめき登山隊 混合 桃井敦子 向井和明

150 9:15 山屋 混合 東秀訓 松島彩

151 9:15 混合 平富美香 岩月陽介

152 9:15 混合 鈴木達磨 鈴木まり子

153 9:15 ろくさんぽ 混合 柿野誠 古家ひとみ

154 9:16 チームちょも 混合 友成洋子 友成啓文
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155 9:16 かんなとパンダ 混合 鈴木栞奈 塙翔太

156 9:16 チームZoho 混合 川端菜月 喜村亮介 シィードモヒディーンシークアヴドゥルカーダー パーサーラマチャンドランセトゥラマンヴィーマル

201 9:17 チーム・カカボラジ 親子 増田康 増田楓

202 9:17 親子 高田裕弘 高田悠生

203 9:17 Team Kazu 親子 伊藤夏生 伊藤和生

204 9:17 山援隊 親子 八木大輔 八木碧惟

205 9:18 藤井４我S（ふじいふぉーがーず） 親子 藤井裕大 藤井友我

301 9:18 チームミーハー 女子 長浜泰江 栗田英里

302 9:18 いい日旅立ち 女子 竹本佳世子 松浦智恵美

303 9:18 えつこ＆みほこ 女子 中村美保子 小林悦子

304 9:19 マッコとナナコ 女子 岩本昌子 河村菜奈子

305 9:19 とれとれおじさん部 女子 藤澤可奈子 伏見幸希子 束村真樹子

306 9:19 女子 望月志保 山田奈緒子

401 9:19 見えるぞ、私にもＣPが見える！ 男子 末久哲也 中村直喜

402 9:20 バウムブラザーズ 男子 佐々木雅人 小松元弘

403 9:20 ランボーズ 男子 牧野高大 中居恭平

404 9:20 Wi-Fuji 男子 近藤展弘 藤田直毅

405 9:20 A&K 男子 菅野智也 赤井雄二郎

406 9:21 どっこいどっこい 男子 川畑信章 橋本淳

407 9:21 静岡ＯＬＣランニング部 男子 田畑清士 高野純一

408 9:21 JINKS 男子 大原威雄 不動寺洋介

409 9:21 ウラヤマトレイル 男子 松沢健 森本大輔

410 9:22 MINAMI_ALPS_RUN_CREW 男子 栗原秀幸 中道輝久

411 9:22 酔いどれキャンパー 男子 川村豊伸 杉浦正司

412 9:22 SPURT 男子 指田真吾 野口幸志 大野伸二

413 9:22 くっく～ 男子 成岡輝行 細谷佳邦

414 9:23 Royと愉快な仲間たち 男子 渡邉龍一 横井快匡

415 9:23 チーム茶鈴古♪ 男子 鈴木真 古茶轄己

416 9:23 ぽっちゃりーず 男子 下平博盛 畔柳寿行

417 9:23 ザ・ファンクス 男子 竹内誉剛 安藤秀文

418 9:24 Rising Boys 男子 松浦新太郎 宮崎翔太

419 9:24 Yamando+ 男子 渡辺祐輔 田島清次 大塲真志 佐々木一 丸山禎浩

420 9:24 セルベッサ 男子 植村武彦 斎藤裕一

421 9:24 同好会準備室 男子 松田央 吉川弘一郎

422 9:25 KTMアウトドア部 男子 松本裕也 金子憲一 武田真也

423 9:25 風呂と酒 男子 神原知明 白木拓弥

424 9:25 ノッポとチビスケ 男子 米倉健人 植田竜之介

425 9:25 とりあえず行っとく 男子 足立辰彦 真鍋典夫 8640515

426 9:26 もりやぶみず 男子 水野弘章 籔内憲 森山直樹

427 9:26 ちーくんおーくん 男子 太田浩徳 風間慎也

428 9:26 EHT48 男子 松田栄一 横洲弘武 岡本耐一

429 9:26 チーム60 男子 片川睦 太田稔人 濱島智宏 小野田聡

430 9:27 CKS-RC 男子 永田鉄平 緒方征一郎 堀口徹

431 9:27 モボ&ゴーシュン 男子 山本稔 齊藤豪俊

432 9:27 トム&はぎー 男子 萩原耕一郎 小松広人

433 9:27 プラスワン 男子 柴田耕祐 山岸浩幸

434 9:28 カリベーリ 男子 渡邉彬仁 佐藤悠哉

435 9:28 男子 青木蒼真 津田良輔

436 9:28 ヤマカケ2021 男子 森田俊彦 森田祐生

437 9:28 チームおおなが 男子 大塚淳 永島知明

438 9:29 チーム佐鳴湖 男子 伊藤隆之 安倍巧紀

439 9:29 チームOVAL 男子 箕田直人 宮本大資

440 9:29 南極探検隊 男子 松田正臣 松田龍之介

441 9:29 編集部 男子 上沼祐樹 瀬尾紀行


