
■一般個人男子 ■一般個人女子 ■トリオ（3名1組）

ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー チーム名 氏名 種目
M001 辻本 雅宏 M071 中川 圭章 W001 秋山 穂乃果 京野 能明

M002 藤本  博昭 M072 佐藤 一郎 W002 楠田 涼葉 河井 彩登

M003 安藤 政秀 M073 内藤 隆也 W003 田嶋 裕子 井上 晋

M004 森田 祥夫 M074 喜納 司 W004 藤本 美奈 松田 直行

M005 田中 彰 M075 黒須 義人 W005 梶本 佳代 加藤 裕之

M006 濱口 優作 M076 阪口 昌弘 W006 田井 恵子 落合 庸平

M007 奥村 浩章 M077 藤井 仁志 W007 反田 加代子 三浦 大史

M008 渡辺 高英 M078 白川 博文 W008 井伊 ひとみ 小山 卓伺

M009 小島 省吾 M079 松村 裕貴 W009 慶越 紀子 松本 洋平

M010 大西 孝英 M080 加来 敏明 W010 槇 俊美 丹羽 元

M011 西村 昌紀 M081 上谷 公二 W011 上野 有紀子 中嶋 翔也

M012 西田 宜幸 M082 平手 友純 W012 山本 のの恵 山本 晴喜

M013 高桑 豪 M083 吉八木 健丸 W013 丸山 美津子 中川 和美

M014 山本 寿郎 M084 広出 靖之 W014 長畑 薫 中谷 直子

M015 竹中 良之 M085 湯上 健司 W015 濱田 沙織 中村 亜希子

M016 芳川 智裕 M086 森 英知 W016 中島 知美 松本 奈美

M017 高濱 慶太 M087 星野 光一 W017 岩根 一子 比嘉 佳緒里

M018 平沼 健治 M088 中曽称 幸弘 W018 田中 智子 酒井 直子

M019 木村 暁 M089 佐保川 力 W019 成上 優美 田中 理枝

M020 山本 正治 M090 西尾 昌幸 W020 関 美佐子 野田 恵美子

M021 小寺 晃弘 M091 安藤 圭吾 W021 中野 文子 三浦 史香

M022 大西 秋治 M092 和田 正明 W022 徳田 千恵子 時森 あづさ

M023 金原 峰慶 M093 尾之上 勝夫 W023 平谷 葉子 小牧 亮子

M024 大坪 宏 M094 當山 健二 W024 山口 加寿子 猪原 香織

M025 池田 大助 M095 野村 雅人 W025 八津川 陽子 牛屋 明紗枝

M026 山本 宗義 M096 緒方 正宏 W026 藤原 年子 桃崎 幸子

M027 丹羽 貴志 M097 清水 奏喜 W027 橋本 幸子 伊藤 蘭

M028 新谷 竜治 M098 新 康憲 W028 清水 佳代 神里 茉衣

M029 阪本 健太朗 M099 杉浦 信之 W029 高松 加代 鮒田 里香

M030 貴志 洋介 M100 宮井 泉 W030 高山 美穂 村上 春泉

M031 田中 裕一朗 M101 石神 宏樹 W031 金田 愛 宮崎 円

M032 町田 敏和 M102 岡本 順央 W032 池田 友子 清水 いづみ

M033 中島 弘貴 M103 木村 好孝 W033 織田 良子 松尾 晃子

M034 谷岡 孝之 M104 築山 智 W034 梶原 智美 中田 光治

M035 小宅 清隆 M105 中野 智章 W035 甲村 真由子 山田 真也

M036 小濱 豊弘 M106 山本 康平 W036 佐藤 春香 瀬崎 暢子

M037 上田 宗美 M107 岡村 敏幸 W037 茂山 奈緒子 谷本 喬光

M038 松村 勝 M108 松村 貫十 W038 山下 奈美 齊藤 智之

M039 比嘉 大輔 M109 藤尾 敦史 W039 水野 靖子 中尾 嘉弥

M040 渡里 恭平 M110 園田 政人 W040 服部 藍 西尾 純二

M041 此下 竜矢 M111 篠原 孝 W041 西岡 真紀 小西 健文

M042 村山 雄亮 M112 坂井 祥郎 いながわ里山猪道 井上 澄 ★ 吉田 沙織

M043 杉内 悟朗 M113 清水 一男 Sotoaso 常田めぐみ ★ 野村 達也

M044 近藤 隆充 M114 伊藤 朋一 Sotoaso 惠中 彩恵 ★ 板倉 由希子

M045 東泉 健一郎 M115 田所 伸太郎 野村 知加

M046 末永 和也 M116 阪本 孝男 山本 雅人

M047 木村 諒 M117 久保田 友也 山本 友香

M048 岡 靖朗 M118 糸井 文彦 神谷 奈央子

M049 西川 隆司 M119 井上 昌勲 由井 幸子

M050 網野 浩司 M153 今矢 賢一 横田 維佐子

M051 山口 剛 M154 脇　光範 木村 浩之

M052 吉田 圭一 M155 玉川 浩司 田中 希世子

M053 内海 功朗 M156 谷橋　洋平 上野 隆範

M054 坂本 竜 M157 金指 明裕 近藤 雅也

M055 宮地 藤雄 M158 園田 聡 松本 陽子

M056 恵阪 裕士 M159 木村 勇斗 大西 隆司

M057 黒川 雄司 M160 丹下 雄介 松木 康彦

M058 半谷 巧人 舞鶴とれとれ 丸山 哲嗣 下村 祥子

M059 竹嶋 宏之 SALOMON 菅谷 和己 ★ 治久丸 信輔

M060 淺原 康史 Sotoaso 大杉哲也 ★ 酒井 祐人

M061 八木 博史 Sotoaso 蓮田 孝則 ★ 名村 洋子

M062 山口 陵 Sotoaso 和田優一 ★ 徳富 正幸

M063 北野 勝也 RaidLight ケータ ★ 江尻 武弘

M064 三裏 直樹 桑畑 満里子

M065 桧物 友和 肥田 一信

M066 津村 学 玉川 義昭

M067 宮本 紳平 武村 貴之

M068 西本 明史 石田 朗大

M069 岡山 昭稔 久保 梢

M070 原田 能幸

MT01
火曜練ジャー！

レッド、イエロー、ブルー
トリオ
男組

MT02 蕎麦トレイル愛好会
トリオ
男組

MT03 小山トレイルス
トリオ
男組

MT04 戦闘民族
トリオ
男組

WT01 （中々中）さんズ　
トリオ
女組

WT02 BOBガール
トリオ
女組

WT03 Team　縦パッキングー♡
トリオ
女組

WT04 サル団子
トリオ
女組

WT05 チーム京橋
トリオ
女組

WT06 小杉な妖精たち
トリオ
女組

WT07 走女サンコイチ
トリオ
女組

XT01 MONKEY CREW A
トリオ

男女混合

XT02 MONKEY CREW B
トリオ

男女混合

XT03 いちよしTRC
トリオ

男女混合

XT04 ぐだぐだーず
トリオ

男女混合

XT05 チームMMK
トリオ

男女混合

XT06 ハムぱんズ
トリオ

男女混合

XT07 フゾック
トリオ

男女混合

XT08
火曜レンジャー！

グリーン、ピンク、金
トリオ

男女混合

XT09 滑り台大好きな闇会
トリオ

男女混合

XT12 武田こずえ
トリオ

男女混合

XT10
心震わせＲＯＣＫだぜ！

仲良しトリオＫＴＲＮ
トリオ

男女混合

XT11 中之島NR トリオ
トリオ

男女混合


