
2016年 7月 30日（土）第２回歴史ロゲﾞ

「ロゲイニングﾞ de 高野山」

（3時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 ゆうゆうとみんみん 200 ポイント

第２位 みんくり 188 ポイント

第３位 男の夏旅２０１６ 152 ポイント

第４位 たつや＆えり 150 ポイント

第５位 金曜ロードショー「加トちゃんにあいたい」 126 ポイント

（4時間ファミリーの部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 りおゴン 133 ポイント

第２位 ｍｏａ♪ 129 ポイント



（5時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 おとーり 387 ポイント

第２位 ＹＲ０１ 382 ポイント(15:23 ゴール）

第３位 みたらし部 382 ポイント(15:24 ゴール）

第４位 ブランシェ 382 ポイント(15:27 ゴール）

第５位 スムニダ山岳スキー部 367 ポイント

第６位 ＤＯＮＤＯＮ 353 ポイント

第７位 プラティパス 336 ポイント

第８位 ４つ葉クローバー 328 ポイント

第９位 マイルポスト 279 ポイント

第１０位 ゴブリンドバーグ 171 ポイント

第１１位 マカロン 142 ポイント



2016年 10月 1日（土）第３回歴史ロゲ

「天下分け目の関ケ原ロゲイニング」

（3時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 アネフラ 423 ポイント

準優勝 針切り男 282 ポイント

第 3位 ななみスター 266 ポイント

第 4位 N２ 262 ポイント

第 5位 渕野辺走塁会 248 ポイント

第 6位 みんくり 244 ポイント

第 7位 前日へべれけ隊 188 ポイント

第 8位 坂本清光 162 ポイント

（4時間ファミリー&ウォークの部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 KAWASAKI'S 305 ポイント

準優勝 桜松＠関ヶ原 206 ポイント

第 3位 加古川 S&I 114 ポイント



（5時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 カリ 474 ポイント

準優勝 かっぱ親善大使ソロ 469 ポイント（15:17 ゴール）

第 3位 チームふわっと 469 ポイント（15:18 ゴール）

第 4位 チームゴジラ 459 ポイント

第 5位 のぶさん 405 ポイント（15:27 ゴール）

第 5位 こんぺいとう 405 ポイント（15:27 ゴール）

第 5位 せきちゃん 405 ポイント（15:27 ゴール）

第 8位 ラタマキュー 394 ポイント

第 9位 こなもん大好き！ 361 ポイント

第 10位 チーム１６００ 356 ポイント

第 11位 みつまめ 350 ポイント

第 12位 三友 AC チーム C 348 ポイント

第 13位 Cha☆Run 330 ポイント

第 14位 夜叉姫 309 ポイント

第 15位 武者丸くん 288 ポイント



第 16位 みつなりくん 287 ポイント

第 17位 いえやすくん 284 ポイント

第 18位 Yama chan's 249 ポイント

第 19位 是非とも 245 ポイント

第 20位 三友 AC チーム A 229 ポイント（15:25 ゴール）

第 21位 是非ともウォーカー 229 ポイント（15:26 ゴール）

第 22位 スイーツ探検隊 216 ポイント

第 23位 三友 AC チーム S 214 ポイント

第 24位 Koro 189 ポイント



2017年 4月 30日（日） 第4回 歴史ロゲ

「京都ロゲイニング in 伏見宇治」

（3時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 コレール 480 ポイント

準優勝 チームＯＵ 345 ポイント

第 3位 まほっち 340 ポイント

第 4位 奈良女エビカニ同好会 315 ポイント

第 5位 開発企画グループ（ソロ） 295 ポイント

第 6位 ふじっこ 280 ポイント

第 7位 ラテンオオサカ 275 ポイント

第 8位 ふたかみ（ソロ） 250 ポイント

第 9位 吹田Ａチーム 220 ポイント

第 10位 吹田Ｂチーム 205 ポイント

第 11位 西浦家 195 ポイント

第 12位 しゃちほこ 190 ポイント

第 13位 勝利の女神 185 ポイント

第 14位 ココア 170 ポイント



第 15位 仲良しファイブ 135 ポイント

第 16位 さなとゆかいな仲間たち 115 ポイント

第 17位 みんくり 95 ポイント

（5時間の部）

※ソロ（ひとり）で参加の場合は順位のみで表彰の対象外となります。

順位 チーム名 獲得ポイント

第 1位 アコピーズ（ソロ） 705 ポイント

第 2位 yamadeus（ソロ） 670 ポイント

第 3位

（優勝）
のりたま 530 ポイント

第 4位 空・月・星・虹（ソロ） 490 ポイント

第 5位 まつげん（ソロ） 470 ポイント

第 6位

（準優勝）
やんちゃ村の仲間たち 465 ポイント

第 7位 なんもりラン（ソロ） 400 ポイント

第 8位

（第 3位）
うしくんときりさん 390 ポイント



第 9位 ハムぱんず 385 ポイント

第 10位 ミナッチ（ソロ） 320 ポイント

第 11位 ほぼ庭中 265 ポイント

第 12位 おじーず 230 ポイント

第 13位 ぼちぼち行こな。 220 ポイント

第 14位 いわいんず 215 ポイント

第 15位 ＫＭＪＴＳ（ソロ） 130 ポイント

第 16位 ブドウ（ソロ） 110 ポイント

第 16位 そぴぷのあ 110 ポイント

第 16位 ぶぶ漬け 110 ポイント



2017年 11月 12日（日）第5回歴史ロゲ

「京都ロゲイニング in 錦秋の嵯峨嵐山」

（3時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 ＫＮＲＣ ６００ポイント

準優勝 ＫＴＫ４８ ５１０ポイント

第 3位 こてつ父母 ４６０ポイント

第 4位 ミヤマックス ４５５ポイント

第 5位 チームきゃみー ４３０ポイント

第 6位 もりたふぁみりぃ ３８０ポイント

第 7位 健康になりたい ２７０ポイント

第 8位 ポテト好きやなー ２６５ポイント

第 9位 むーみん ２４０ポイント

第 10 位 ライジングサン ２２５ポイント

第 11 位 フォーレンジャーズ ２１５ポイント

第 12 位 チームフロント
２０５ポイント

（遅刻減点 ３０）

第 13 位 プリュム ２００ポイント



第 14 位 なんちゃって登山部 １８５ポイント

第 15 位 ゴルゴ
１７５ポイント

（遅刻減点 １６５）

第 16 位 つきじーず ６５ポイント

ＤＮＳ 個人参加 ー

（5時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 ＭＲＰ １２００ポイント

準優勝 いつまでも３３歳 １０７５ポイント

第 3位 東海道ＵＭ ９８０ポイント

第 4位 ｃｈａｂｏーｚ ９３０ポイント

第 5位 トッチーズ ８８５ポイント

第 6位 ＴＫＯＫ ８７０ポイント

第 7位 ひめまつり ７８０ポイント

第 8位 ＭＴＢプロ集団
７７５ポイント

（遅刻減点 １５）

第 9位 ｔｅａｍ ケイ ６６５ポイント



第 10位 しげやす ６１５ポイント

第 11位 ａｏｚｏｒａｎ’ｓ
６１０ポイント

（ゴールタイム ４：５４：３８）

第 12位 ぴんくま
６１０ポイント

（ゴールタイム ４：５４：５１）

第 13位 くまとあまご ｔｅａｍＫ
６００ポイント

（ゴールタイム ４：４４：４２）

第 14位 ながいずみ
６００ポイント

（ゴールタイム ４：５９：１８）

第 15位 ぽんちゃん ５８５ポイント

第 16位 くまとあまごｔｅａｍＡ ５４５ポイント

第 17位 チームかずい ５０５ポイント

第 18位 卯本家 ４８０ポイント

第 19位 チームこりとん ４５５ポイント

第 20位 レディー・ジェーン ３７５ポイント



2018年 5月 12日（土）第6回歴史ロゲ

「京都ロゲイニング･幕末維新150年」

（3時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優 勝 Hello Kerori 330pt

第 2位 Nissy
320pt

(ゴール 13:22 )

第 3位 Issy
320pt

(ゴール 13:23)

第 4位 チーム負けず嫌い 305pt

第 5位 バジル 300pt

第 6位 庭人（にわんちゅ） 290pt

第 7位 スターダスト
285pt

(ゴール 13:19)

第 8位 すまいりぃ～
285pt

(ゴール 13:29)

第 9位 やまだにしき 255pt

第 10 位 ネコさん組 230pt



(ゴール 13:13)

（5時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優 勝 ろくさんぽシニア 715pt

第 2 位 リツトレ関西Ａ 700pt

第 3 位 東海道ＵＭ 630pt

第 4 位 ち～むＳＫＹ 610pt

第 5 位 置くだけ 525pt

第 6 位 そだね～けいはんな 505pt

第 7 位 皐月狂桜組
485pt

(ゴール 15:23)

第 8 位 ばるちゃん
485pt

(ゴール 15:29)

第 9 位 サンシャインゆきんこ 480pt

第 10 位 誠の風
440pt

(ゴール 15:23)



2018年 5月 19日（土）第7回歴史ロゲ

「もずふる古墳ロゲイニング in 堺」

（3時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 ルンルンしちゃうズ 565pt

準優勝 ドキドキしちゃうズ 495pt

3 位 らんらん 465pt

4 位 チームはっちサン 430pt

5 位 ワクワクしちゃうズ 380pt

6 位 ウキウキしちゃうズ
355pt

（ゴール 13:26）

7位 ちあふるズ
355pt

（ゴール 13:33）

8位 ランニング関西 70pt



（5時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 ホワイトジオ 1005pt

準優勝 空・月・星・虹 770pt

3 位 鬼姉妹 655pt



2018年 9月 24日（祝）第8回歴史ロゲ

「天下分け目の関ケ原」

（3時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 ウルトラ杉風会 515 pt.

準優勝 チームＧＴＯ 500 pt.

第 3位
南田秦絵（ソ

ロ）
465 pt.

第 3位

（第 4

位）

０２ＫＢ隊 425 pt.

第 5位
坂本清光（ソ

ロ）
395 pt.

第 6位 ★チーム北★ 370 pt.

第 7位 美しき変人達
315 pt.

goal 13:21:08

第 8位 アローズＺ
315 pt.

goal 13:23:05

第 9位 Team ＹＲ 220 pt.



第10位 アローズＡ 205 pt.

（5時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 クロとグロ 845 pt.

第 2位 高須康司（ソロ） 785 pt.

第 3位
かっぱ親善大使カツ男

（ソロ）
775 pt.

第 4位 多治見国長（ソロ） 760 pt.

準優勝

（第5位）
ふわっとチーム 720 pt.

第 3位

（第6位）
もぐら

635 pt.

第 7位 東海道ＵＭ 595 pt.

第 8位 呑んだくれ’ｓ 580 pt.

第 9位 宮笠保存会（ソロ） 550 pt.

第 10 位 Ｔｅａｍ８８３ 540 pt.



第9回歴史ロゲ「紅葉の奈良平城京」

（3時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 かっぱ親善大使 430

準優勝 やまめ２号 350

第３位 西方神起 with いっちー 305

第４位 MMP 295

第５位 Issy 295

第６位 Nissy 295

第７位 エメラルドグリーン 285

第８位 オレンジ 285

第９位 TAWARAMOTON 275

第１０位 オオヒラ家 255



（5時間の部）

順位 チーム名 獲得ポイント

優勝 リツトレ関西 635

準優勝 やまさかたっしゃ 625

第３位 麦酒女史 585

第４位 奈良トラ軍団 560

第５位 心は奈良県民 540

第６位 東海道UM 530

第７位 ちゃぼーず 510

第８位 チーム SKY 445

第９位 俺らは棒銀 415

第１０位 NGT４１ 415
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