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マラソン愛で地球を救います！

日本橋 日本武道館
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Woven Core, Inc.
日本橋室町三井タワー

集中力

100km

日本３名泉の草津温泉で癒されたい！

日本橋 草津温泉

＆ Life-Biz/＆well/31corp担当の
同期メンバーでエントリー。チームワークばっちり！

&31コンテンポラリーズ
2007
三井不動産株式会社
日本橋室町三井タワー

団結力

222km

チームで100kmを走りたいと思います。

神保町三井ビルディング 湯河原駅

各自のペースで頑張ります！

皆で温泉旅行に行きたいから！

日本橋 熱海

優勝めざしてがんばります。

AM システム技術部 チームA
旭化成メディカル株式会社
神保町三井ビルディング

AWT
株式会社日立製作所
新川崎三井ビルディング

メガネ率力 魅力

100km100km

コレドからコエドまで、小旅行！

日本橋 川越

在宅勤務で中々身体を動かす機会が無かったので、
これを機に運動に目覚め、健康な身体を手に入れます！

美味しいそばを食べて、コロナに打ち勝つ！

日本橋 安曇野市

コロナには絶対勝つ！
東京オリンピックの開催を望む！

Bよしもんさんまゆかこやま
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
日本橋一丁目ビルディング

DSRR3-①
大和証券株式会社
グラントウキョウノースタワー

さわやか力 飲会仕切力

40km 230km

今年の箱根駅伝の大逆転の興奮を再現！

東京・大手町 読売新聞本社前

東京・大手町 読売新聞本社前
（箱根芦ノ湖経由）

温泉に入ってリフレッシュ！

渋谷駅 スパリゾートハワイアンズ

みんなで楽しく走って、
テレワーク太りを解消したい！

DSRR3-②
大和証券株式会社
グラントウキョウノースタワー

DSRR3-③
大和証券株式会社
グラントウキョウノースタワー

おじさん力 昭和力

アラフィフの3人。。。おじさんパワー全開で頑張ります！

200km 200km

[3人制]
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[3人制]

日本橋 三井アウトレットパーク
横浜ベイサイド

アクティブな女性チームです！
ランニング中に素敵なお店や景色、
食べ物に出会うことを楽しみに頑張ります！

箱根駅伝 今年度の駒澤大学のように
最後まで諦めず走り切ります！

大手町 大手町

仲良しズッコケ３人組 夜に駆けます！

HALL BELINDA
三井不動産ビルマネジメント株式会社
三井二号館

JOKER
三井不動産レジデンシャル株式会社
日本橋室町三井タワー

楽しむ力 記憶力

48km 217km

箱根駅伝2022年～2023年分を先取り

大手町 大手町

目標達成は最低限。本気で高みを目指します！

3人で富士山の頂上を目指します！

赤坂 富士山

ランニング部で参加する久々の大会なので
3人で力を合わせて頑張ります！

MBSランニング部Aチーム
三井物産スチール株式会社
赤坂Bizタワー

MBSランニング部Bチーム
三井物産スチール株式会社
赤坂Bizタワー

完遂力 国際力

130km400km

中華街まで走っちゃいな！

スカイツリー 横浜中華街

ランニング前に呼吸を整え、全集中することで
ゴールにたどり着きます。

箱根駅伝(往路)完走目指します～！

大手町 箱根

会社のランニング部で参加します！
力を合わせて頑張ります！

MISIRUN  TEAM C
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
日本橋一丁目ビルディング

MISIラン Aチーム
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
日本橋一丁目ビルディング

め力 楽しむ力

48km 107.5km

温泉に行きたい！

虎ノ門ヒルズ 下呂温泉

フレッシュさなら負けません。
同じ部署のナイスですねチームに負けないよう、
走りたいと思います！！

健康経営で日本一になりたい！

豊洲 富士山頂

健康経営WGです。健康ワーストワンの会社を
健康経営ベストワンの会社へ変える第一歩です。
ガンバリマス！

niceですねチーム
日本ビジネスシステムズ株式会社
WORK STYLING

NTTデータSMS健康経営WG
株式会社NTTデータSMS
豊洲センタービルアネックス

新人力 壁超え力

200km 150km

コロナが落ち着いたら、京都観光したい。

東京 京都

頑張ります

皆で太平洋見れるよう頑張ります！

小石川 九十九里浜

走れるだけ走ります！

TA24
株式会社NTTデータ・アイ
豊洲センタービルアネックス

TBWチームA
太平洋セメント株式会社
文京ガーデン ゲートタワー

継続力 気力

200km 95km

リレーと言ったら箱根でしょう！

後楽園 箱根

皆で富士山目指し、今年も元気に！

後楽園 富士山

太平洋セメント社からは3人制の部に
3チーム出場しています。
他の2チームに負けないように頑張ります！

TBWチームB
太平洋セメント株式会社
文京ガーデン ゲートタワー

TBWチームC
太平洋セメント株式会社
文京ガーデン ゲートタワー

団結力 結束力

コロナに負けず、走り抜けるチームB！

120km 100km



[3人制]

大阪城 あわら温泉（福井県）

アスリート2名と運動不足1名の混成チーム。
志は高く！でも無理しないように頑張ります。

中之島 伊勢神宮

メンバーそれぞれが、しっかりノルマをこなします！

Team 1A
株式会社アマデウス・ジャパン
淀屋橋三井ビルディング

Team TCC
東レ建設株式会社
中之島三井ビルディング

求宿泊券力 ご協力

温泉はいって、かに食べたい。 みんなで伊勢神宮にお参りします！

200km 200km

温泉につかって地酒を楽しみたい

飯田橋 越後湯沢

同じ職場の仕事しすぎな3人です。
いい歳なのでケガをしないように頑張ります。

箱根路を走る大学生の気持ちで頑張ります！

東京・読売新聞社前 箱根・芦ノ湖

平均年齢40歳オーバーですが、
気持ちはまだ若いおじさんチームです！
怪我しないように頑張ります！

Team働きすぎ
株式会社IIJグローバルソリューションズ
飯田橋グラン・ブルーム

アラフォーおじさん
三井不動産株式会社
日本橋室町三井タワー

忍耐力 体力

200km 107.5km
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多摩川沿いの季節を感じて楽しみます！

川崎多摩川 川崎多摩川

仲良しかしまし娘で元気に楽しく頑張ります♪

小田原のういろう食べにいってきます

銀座 銀座

羊羹とまちがわちゃ困るなも
米粉がでらうみゃがや　

いちご三姉妹
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
横浜三井ビルディング

ういろうず
東京電力エナジーパートナー株式会社
銀座三井ビルディング

楽しむ力 供給力

50km 200km

温泉でぬくぬくします。

日本橋 草津温泉

ヒートテックを重ね着して競歩で参加します。

出雲そばを食べたいから

鳥取市役所 出雲大社

野球部中心のメンバー。

コタツで冬眠したい…
三井不動産ビルマネジメント株式会社
三井二号館

タウファンハディ
富士通クライアントコンピューティング株式会社
新川崎三井ビルディング

耐寒力 アラサー力

190km 200km

温泉で日頃の疲れを癒そう！

新川崎三井ビルディング 熱海

各選手の行動力を互いに信じて
目標距離を達成！

幻のタピオカドリンクを求めて！

三越前 横浜中華街

元気に楽しく安全に！
寒いけど目標はしっかり達成します！

たけ清春
株式会社日立製作所
新川崎三井ビルディング

タピオカ
三井不動産ビルマネジメント株式会社
三井二号館

自由行動力 企画力

100km 40km

達成できそうなリアル距離で設定しました！

三越前駅 鎌倉駅

会社から走って帰ります。

日本橋 町田駅

在宅勤務の運動不足解消のため、皆でがんばります！
できればヨモギハンドウォッシュが欲しいです！！

チーム ブルー・オーシャン
デンカ株式会社
日本橋三井タワー

チーム５
三井不動産ビルマネジメント株式会社
三井二号館

体力 イベント力

初参加！完走を目指します。

40km 51km
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日本橋三井タワー 芦ノ湖

怠け気味だった自分から脱却し、
寒さにも眠さにも負けず、
3人で協力して走り切ります！！

チームNBCなにわ
農林中央金庫
淀屋橋三井ビルディング

チームびす
中外製薬株式会社
日本橋三井タワー

農業生産力 理論構築力

箱根駅伝とほぼ同じ距離を3人で走り切る！

チーム名に誤りがありましたが、
お許しください。。。怪我無く走り切ります！！

 「sequence」を実際に目指します

淀屋橋odona

 sequence KYOTO GOJO

40km 100km

ドバイで支社を作りたい！

亀戸駅 富士

オリンピック目指して頑張ります。

勝浦ワイナリー巡りとほったらかし温泉♪

東京 山梨

50代マラソン上級者とお酒大好き
不健康40代の挑戦！
チーム一丸となって頑張るぞ！ファイオー！

チームよしだ
旭化成メディカル株式会社
神保町三井ビルディング

チーム虎2
株式会社JTB
霞が関ビルディング

仕事力 鈍感力

125km 150km

日々、仕事にランニングに勤しむ男たちが立ち上がった！
目指すは福島ハワイアンズ！

自然を楽しむ

霞が関ビルディング 熱海

楽しみながらそれぞれの目標の為かんばります。

ハイトマン東京スペシャル
ハイトマンインターナショナル
日比谷三井タワー

バンプージャパンA
バンプージャパン株式会社
霞が関ビルディング

忍耐力 営業力

走ってハワイに行った気になる！

東京ミッドタウン日比谷

福島スパリゾートハワイアンズ

200km 100km

自然を楽しむ

霞が関ビルディング 熱海

楽しみながらそれぞれの目標の為かんばります。

本州を西へ西へ目指します！

大阪城 関門海峡

ランにひた向きに取り組む3人組です！

バンプージャパンB
バンプージャパン株式会社
霞が関ビルディング

ブレイクスルー！
株式会社 ライムオートリース
中之島三井ビルディング

巨匠力 気力

100km 400km

おいしい海鮮食べるぞ！

福岡 天草

城野39歳、現役バスケットボールしてます！
まだまだ頑張れます！

温泉に入ってリフレッシュ！

姫路 城崎温泉

協力しあって頑張ります

城野勝ってみせますチーム
司法書士法人みつ葉グループ
博多新三井ビルディング

神戸ランチーム
株式会社神戸製鋼所
御堂筋三井ビルディング

前向き力 団結力

200km 111km

仕事と運動の後は温泉が一番！！

日本橋 熱海

走シャルディスタンス
ランナーズ
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
日本橋室町三井タワー

情熱

仕事とのＯＮ／ＯＦＦ切替には運動が一番!!
テレワークの運動不足も、このイベントで取り返します!!!

120km 家族に会いに

霞が関ビルディング 静岡市

楽しみながらそれぞれの目標の為かんばります。

MAW Can Do More
バンプージャパン株式会社
霞が関ビルディング

美容力

180km
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虎ノ門 白河

今年も開催してくれてありがとうございます。
しっかり楽しみたいと思います。

チーム虎の穴
酒井国際特許事務所
虎の門三井ビルディング

女子力

白河ラーメン食べてみたい

206km 九十九里 横浜

日ごろの運動不足解消！毎日走って、
ランニングを習慣化できるよう頑張ります！

Team SKY
東芝テック株式会社
ゲートシティ大崎

笑顔力

ビーチから横浜中華街を目指して！

100km

箱根駅伝の往路を走る気持ちで頑張ります！

日本橋 芦ノ湖

前回、前々回といい成績を残しているので、
今回もそれぞれで力の限り頑張ります！

東レ駅伝部（東京）Ｃ
東レ株式会社
日本橋三井タワー

結束力

150km

走った後は温泉で至福の時を!!

日本橋三井タワー 熱海

『三井のオフィス』スポーツフェスがなかったら
出会わなかった3人。
大会への思い入れもひとしおです!!

東レ駅伝部（東京）F
東レ株式会社
日本橋三井タワー

魅力

110km

知る人ぞ知るラーメン激戦区を目指して！

福岡事務所 大分県佐伯市

コロナ禍で運動不足。
だらしない体にオサラバだー！
入賞目指して、がんばります。

瞳のミカタチーム
クーパービジョン・ジャパン株式会社
博多三井ビルディング2号館

行動力

213km

「走水会」沖縄合宿用の別荘を探します！

万座毛 美ら海水族館

毎週水曜日に皇居を走る「走水会」関西支部の
エース衆。有言不実行を反省し、
優勝を目指して頑張ります！

東レ駅伝部(大阪)Ｋ
東レ株式会社
中之島三井ビルディング

妄想遊び力

44km

東京タワーで仲間との再会を目指します！

日光東照宮 東京タワー

中々会えない職場のメンバーでの参加で
初顔合わせの方も多いのですが、
楽しく参加したいと思います！

NEC Digi-Biz Kigfishers 2
日本電気株式会社
セレスティン芝三井ビルディング

達成力

139km

牛タンと楽天田中投手を目指します。

日本橋 仙台

マラソン職人の女性2人とマラソン初心者の
男性1人の急遽結成したチームです。

ちばおーえす
三井ホーム株式会社
その他

飲酒力

350km

ひこにゃんに会う事を目標に頑張ります！

大阪 彦根城あたり

会社の同僚3人組です！
出場したからには、100％全力？？で頑張ります！

チームこつりん
大樹生命保険株式会社
中之島三井ビルディング

やる気力

100km


