
No チーム名 監督 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区
1 富士通 高橋 健一 坂東 悠汰 キメリ ベナード 塩尻 和也 横手 健 松枝 博輝 塩澤 稀夕 飯田 貴之 中村 匠吾 中村 大成 浦野 雄平 潰滝 大記 鈴木 健吾 椎野 修羅 中村 風馬
2 Ｈｏｎｄａ 小川 智 小袖 英人 JACKSON KAVESA ⻘木 涼真 伊藤 達彦 森 凪也 川瀬 翔矢 小山 直城 設楽 悠太 田口 雅也 松村 優樹 足羽 純実 原 法利 JUSTUS SOGET 中山 顕
3 日立物流 別府 健至 小松 陽平 Richard Kimunyan 栃木 渡 牟田 祐樹 横山 徹 前田 将太 設楽 啓太 Jonathan Ndiku 永⼾ 聖 ⻄嶋 雄伸 服部 翔大 畝 拓夢 浅岡 満憲 上田 健太
4 ヤクルト 本田 竹春 太田 直希 STANLEY WAITHAKA 中村 大聖 武田 凜太郎 奈良 凌介 鎌田 航生 荻久保 寛也 小椋 裕介 堀合 大輔 髙橋 翔也 吉川 洋次 髙久 龍 高宮 祐樹
5 GMOインターネットグループ ⻲鷹 律良 村山 紘太 GIDEON KIPKERTICH RONOH 今江 勇人 下田 裕太 一色 恭志 吉田 祐也 橋本 崚 森田 歩希 林 奎介 渡邉 利典 千明 龍之佑 キプキルイ ビクター コリル  倉田 翔平
6 Ｋａｏ 高岡 寿成 ⻑⾕川 柊 ＫＩＳＡＩＳＡ ＬＥＤＡＭＡ 池田 耀平 平 和真 大畑 怜士 矢野 圭吾 杉山 魁声 物江 雄利 前田 恋弥 ⻘木 優 鈴木 祐希 木津 晶夫 ＭＡＳＡＩ ＳＡＭＷＥＬ 文元 慧
7 SUBARU 奥⾕ 亘 鈴木 勝彦 KIPLANGAT BENSON 照井 明人 川田 裕也 森田 佳祐 清水 歓太 口町 亮 梶⾕ 瑠哉 小山 司 ⻑田 駿佑 栗原 啓吾 真船 恭輔 LOROT ANDREW

8 小森コーポレーション 加藤 剛 金森 寛人 KARIUKI JOHN 市山  翼 湯原 慶吾 大﨑 遼 橋本 隆光 神⼾ 駿介 馬場 祐輔 ⻄澤 佳洋 清水 崚汰 山本 ⻯也 柴田 拓真
9 ＪＲ東日本 大島 唯司 ⽚⻄ 景 ポール クイラ 作田 直也 ⿊川 翔矢 三須 健乃介 米井 翔也 竹井 祐貴 其田 健也 武藤 健太 作田 将希
10 コニカミノルタ 酒井 勝充 名取 燎太 ジェームス ムオキ 星 岳 米満 怜 砂岡 拓磨 大山 憲明 宮下 隼人 相沢 悠斗 伊勢 翔吾 蜂須賀 源 島貫 温太 ドミニク ランガット 川口 慧
11 サンベルクス 上岡 宏次 岡本 雄大 サムソン ディラング 髙木 登志夫 渡邉 奏太 折居 卓哉 市村 朋樹 三田 眞司 菊地 海斗 山下 侑哉 田辺 佑典 山本 大貴 外山 結 桃澤 大祐 イエゴ エバンス

12 コモディイイダ 会沢 陽之介 松村 陣之助 BENARD KIMANI 金子 晃裕 横田 佳介 大久保 陸人 ⿊田 雄紀 稲田 翔威 木田 貴大 工藤 颯 ウィリー キプセレム 田島 光 ⻘木 雄貴 小林 宏輔 梶山 拓郎
13 埼玉医科大学グループ 柴田 純一 吉田 光汰 WAMBUA TITUS 内田 健太 畝 歩夢 ⻑山 瑞季 松井 尚希 木榑 杏祐 島田 匠海 石綿 宏人 山口 弘晃 橋口 大希 池田 紀保 柴田 純一
14 プレス工業 下里 和義 滋野 聖也 LAWRENCE NGURE 熊⾕ 真澄 砂田 晟弥 藤江 千紘 橋本 龍一 山田 翔太 高田 凜太郎 福島 弘将 赤平 大輔 三宅 雅大 稲毛 悠太 落合 葵斗 大川 一成
15 警視庁 篠崎 洸太 市田 拓海 山田 攻 佐藤 諒太 柱 欽也 関 稜汰 紺野 凌矢 宮川 慎太郎 苗村 隆広 濱野 優太 横田 大地 岡 智洋 鈴木 高⻁ 岡島 慶典
16 新電元工業 前田 衆 加藤 平 小林 航央 坪井 響己 親﨑 達朗 ⻄沢 晃佑 関口 大樹 田中 龍誠 渡辺 瑠偉
17 NDソフト 金田 剛 安藤 駿 alexander mutiso 竹内 ⻯真 厚浦 大地 前山 晃太郎 渡邉 清紘 光武 洋 齋藤 雅英 大倉 秀太 澤藤 響 齋藤 諒 田中 楓 熊倉 優介
18 自衛隊体育学校 松村 慎二 増田 空 平賀 喜裕 天野 誠也 石川 陽一 清水 拓斗 竹下 和輝 河村 悠 鈴木 浩風 木下 新太 古屋 拓夢
19 TRACK TOKYO 小田 卓矢 山口 大徳 ダニエルムイバ キトニー 石井 辰樹 福元 翔輝 近藤 哲 尾﨑 博 中村 陵介
20 JP日本郵政グループ東京 石村 英幸 ⽚山 優人 田村 翼 河野 陽一 酒井 優一 川村 孝司 島田 仁 大沼 生 石村 英幸 広井 渡 宮田 裕之 若松 貴秀 周藤 巧
21 東京都庁 児玉 恵一 小澤 智宏 古賀 稔基 内山 雄貴 小澤 昂平 浅井 勇太 神田 靖彦 藤曲 夏樹 山本 司
22 東京消防庁 伊藤 彰倫 若生 裕之 見廣 雄一 佐藤 壮 榎本 大修 宇田川 駿也 北爪 直人 松浦 健文 郷 裕貴 川上 瑠美梨 中山 翔馬
23 アスリートエージェント 八木 勇樹 田中 佑典 山口 優希 田中 龍之介 ⾕ 星輝 伊藤 健太 山口 晟司 石橋 安孝
24 TeamM×K 松本 翔 岡野 佑輝 齋藤 拓也 竹澤 想大 松本 翔 鎌田 紘宣 門出 康孝 須崎 裕也 阿部 飛雄馬 辻川 諒
25 多摩川クラブ 下島 千明 飯田 康平 大垣 邦紘 木屋村 守 浅井 創太 石田 克成 原 慎弥 下島 千明 久原 健太 森 雅俊
26 作.AC北海道 作田 徹 滑 和也 金内 健治 澤井 玄 山中 一輝 田中 亮太 高橋 孝弘 島⾕ 樹
27 K-project 金塚 洋輔 森⾕ 修平 大澤 駿 朝倉 和眞 蛭田 雄大 大橋 真弥 荒井 雄哉 細⾕ 翔馬 古舘 優 齋藤 大樹 齋藤 真也 大⾕ 克
28 絆ランニング倶楽部 伊藤 雅一 松井 俊介 三野 貴史 小田 俊平 菅沼 蒼紫 須河 宏紀 志賀 颯太 渡辺 大地
29 SHONAN RUNS 横山 貴臣 須藤 拓海 増田 勇太 伊澤 聡 原 嘉賢 矢後 大輔 佐藤 裕貴 樽木 将吾 久野 正悟
30 NEA 大澤 太一 大澤 太一 ⻑⾕川 徹 横堀 雄大 福田 健人 ⻫藤 豊 我妻 和幸 石川 樹 藤村 晃誠 太田 勝也
31 NINE TOCHIGI TC 野上 善弘 野上 善弘 浜野 有都 土橋 駿太 稲見 隆典 福田 陸人 栃木 祐輝 宮崎 健次郎 稲瀬 祥仙
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