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ナンバー
カード

チーム名

高校 101 麻溝台高校
高校 102 相模原総合高校
高校 103 光明学園相模原高校Ａ
高校 104 光明学園相模原高校Ｂ
高校 105 東海大相模高校Ａ
高校 106 東海大相模高校Ｂ
高校 107 三浦学苑高校Ａ
高校 108 三浦学苑高校Ｂ
高校 109 菅高校
高校 110 生田高校
高校 111 上溝南高校男子
高校 112 大船高校
高校 113 日本大学第三高校
高校 114 県立秦野高校
高校 115 鵠沼高校
高校 116 弥栄高校陸上競技部
高校 117 座間高校
高校 118 麻布大学附属高等学校
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一般B 201 スリーエス・サンキュウ相模原常温
一般B 202 相模原市民走ろう会Ａ
一般B 203 相模原市民走ろう会Ｂ
一般B 204 旭小ＦＵＮＲＵＮクラブＢ
一般B 205 橋本緑走友会Ａ
一般B 206 橋本緑走友会Ｂ
一般B 207 橋本緑走友会Ｃ
一般B 208 Ｄａ・Ｒａ・Ｒｕｎ
一般B 209 共和ランニングクラブ
一般B 210 弥栄会
一般B 211 日本山村硝子走友会
一般B 212 谷口　Ｗｉｌｄ　ｓｐｅｅｄ
一般B 213 若草小学校
一般B 214 チーム桂北
一般B 215 清五ＲＣ
一般B 216 北里大学
一般B 217 スポ進城山＆城山人
一般B 218 神奈川総合産業高校定時制教員（Ｂ）
一般B 219 橋本走友会Ａ
一般B 220 橋本走友会Ｂ
一般B 221 ＪＭＣ相模原Ｍｅｎｓ
一般B 222 大中商事
一般B 223 重工相模原
一般B 224 オリンパスロジテックス野球部
一般B 225 相模原市役所ＲＣ　Ａ
一般B 226 相模原市役所ＲＣ　Ｂ
一般B 227 上南ＯＢ１
一般B 228 上南ＯＢ２
一般B 229 上南ＯＢ３
一般B 230 相模フレンズＲＣ－Ａ
一般B 231 相模フレンズＲＣーＢ
一般B 232 相模フレンズＲＣ－Ｃ
一般B 233 ＦＦＦＣ駅伝部～社会人デビュー戦、そして引退～
一般B 234 カプスゲルＡ
一般B 235 カプスゲルＢ
一般B 236 相模女子大学中学部高等部
一般B 237 チーム田名Ａ
一般B 238 チーム田名Ｂ
一般B 239 やぐち
一般B 240 ホリデーランナーズ
一般B 241 敬寿会
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一般B 242 相模原市役所野球部Ａ
一般B 243 相模原市役所野球部Ｂ
一般B 244 しゅーてぃんぐすたぁー
一般B 245 それ以外
一般B 246 元ランナーズＡ
一般B 247 元ランナーズＢ
一般B 248 元ランナーズＣ
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女子 301 麻溝台高校
女子 302 神奈川県立希望ケ丘高校
女子 303 三浦学苑高校
女子 304 相模原市民走ろう会
女子 305 旭小ＦＵＮＲＵＮクラブＡ
女子 306 橋本緑走友会Ｄ
女子 307 上溝南高校女子
女子 308 東海大相模高校
女子 309 一瞬の風になれるかも
女子 310 ＪＭＣ相模原Ｗｏｍｅｎｓ
女子 311 麻布大学附属高等学校
女子 312 敬寿会
女子 313 相模女子大学中学部高等部
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中学生男子 401 旭中学校
中学生男子 402 小山中学校
中学生男子 403 相模原市立新町中学校　陸上競技部
中学生男子 404 上溝南中学校
中学生男子 405 鵜野森中学校陸上部男子
中学生男子 406 東海大学付属相模高等学校中等部
中学生男子 407 相原中学校
中学生男子 408 上鶴間中学校
中学生男子 409 大野南中学校
中学生男子 410 相模丘中学校
中学生男子 411 相模原市立北相中学校
中学生男子 412 上溝中学校
中学生男子 413 東林中学校
中学生男子 414 藤野中学校
中学生男子 415 麻溝台中学校
中学生男子 416 谷口中学校Ａ
中学生男子 417 谷口中学校Ｂ
中学生男子 418 谷口中学校Ｃ
中学生男子 419 大野北中学校
中学生男子 420 大沢中学校男子
中学生男子 421 相模原中等教育学校
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中学生女子 501 小山中学校
中学生女子 502 相模原市立新町中学校　陸上競技部
中学生女子 503 上溝南中学校
中学生女子 504 鵜野森中学校陸上部女子
中学生女子 505 相原中学校
中学生女子 506 上鶴間中学校
中学生女子 507 大野南中学校
中学生女子 508 相模丘中学校
中学生女子 509 相模原市立北相中学校
中学生女子 510 上溝中学校
中学生女子 511 東林中学校
中学生女子 512 藤野中学校
中学生女子 513 麻溝台中学校
中学生女子 514 谷口中学校Ｄ
中学生女子 515 谷口中学校Ｅ
中学生女子 516 谷口中学校Ｆ
中学生女子 517 谷口中学校Ｇ
中学生女子 518 大野北中学校
中学生女子 519 大沢中学校女子
中学生女子 520 相模原中等教育学校


