
第74回町田武相駅伝・参加ﾁｰﾑ一覧

部門名 ナンバー チーム名
一般 1 ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC 部門名 チーム数
一般 2 国士舘大学Aチーム 一般 55
一般 3 国士舘大学Bチーム シニア50歳以上 4
一般 4 国士舘大学Cチーム 高校男子 9
一般 5 国士舘大学Dチーム 一般女子 3
一般 6 相模原市役所RC A シニア女子40歳以上 3
一般 7 相模原市役所RC B 高校女子 1
一般 8 ＤＧ１ 中学男子 20
一般 9 わしのうえ 中学女子 10
一般 10 桜美林大学A 参加ﾁｰﾑ数・合計 105
一般 11 桜美林大学B
一般 12 桜美林大学C
一般 13 桜美林大学D
一般 14 桜美林大学E
一般 15 濟々黌第二漕艇部
一般 16 ＤＳＭパパズ
一般 17 真中おやじの会Ａ
一般 18 真中おやじの会Ｂ
一般 19 エンジョイラン
一般 20 BUSO AGORA
一般 21 チーム溝脇
一般 22 町田市役所
一般 23 まちだラン！A
一般 24 まちだラン！B
一般 25 町田いだ天C
一般 26 Winsdom.RC
一般 27 町トラ
一般 28 クルリンズ
一般 29 まちだっ子
一般 30 橋本走友会A
一般 31 郵悠走皆
一般 32 気分走快
一般 33 町田走友会B
一般 34 町田走友会C
一般 35 ヤキニクダンシ
一般 36 2年目仲間
一般 37 R型
一般 38 Team Chang
一般 39 PCC型1
一般 40 PCC型2
一般 41 PCC/解析
一般 42 CNP
一般 43 渡邊ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
一般 44 ドＭクラブ 赤組
一般 45 ドＭクラブ 白組
一般 46 金子ハリケーン
一般 47 金子トルネード
一般 48 金子タイフーン
一般 49 金子バズーカ
一般 50 金子サイクロン
一般 51 フェンシング部OB
一般 52 TDMR・A
一般 53 TDMR・B
一般 54 小田急電鉄
一般 55 Azbil
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部門名 ナンバー チーム名
シニア50歳以上 201 相模原走ろう会A
シニア50歳以上 202 町田いだ天A
シニア50歳以上 203 町田いだ天B
シニア50歳以上 204 橋本走友会Legend
高校男子 301 日本工業大学駒場高等学校
高校男子 302 都立山崎高校
高校男子 303 湘南工園同好会Cチーム
高校男子 304 チームGENKI
高校男子 305 淑徳巣鴨高校
高校男子 306 淑徳巣鴨/芝
高校男子 307 獨協埼玉高校
高校男子 308 桜美林高等学校
高校男子 309 玉川学園陸上競技部
一般女子 401 和田一族駅伝部
一般女子 402 チーム健脚
一般女子 403 多摩ラン女子チーム
シニア女子40歳以上 501 相模原走ろう会B
シニア女子40歳以上 502 町田いだ天女子
シニア女子40歳以上 503 町トラ
高校女子 601 桜美林高等学校
中学男子 701 日本工業大学駒場中学校
中学男子 702 中山中
中学男子 703 鎌倉学園
中学男子 704 市場中学校
中学男子 705 川崎市立菅生中学校A
中学男子 706 川崎市立菅生中学校B
中学男子 707 つくし野中A
中学男子 708 つくし野中B
中学男子 709 つくし野中C
中学男子 710 逗子開成中A
中学男子 711 逗子開成中B
中学男子 712 山王中学校A
中学男子 713 山王中学校B
中学男子 714 町田一中
中学男子 715 小山中学校A
中学男子 716 小山中学校B
中学男子 717 大田区立矢口中学校
中学男子 718 伊勢原市立成瀬中学校A
中学男子 719 伊勢原市立成瀬中学校B
中学男子 720 大井町立湘光中学校
中学女子 801 中山中
中学女子 802 つくし野中
中学女子 803 市場中学校
中学女子 804 山王中学校A
中学女子 805 山王中学校B
中学女子 806 小山中学校A
中学女子 807 小山中学校B
中学女子 808 大田区立矢口中学校
中学女子 809 伊勢原市立成瀬中学校
中学女子 810 大井町立湘光中学校
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