
2016.1.31 有度山ロゲイニング　エントリーリスト 1

チーム番号 チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4

101 Ａチーム2016 柳下　大 市岡　隆興

102 チーム ど根性 望月　将悟 井上　智弘

103 札幌農学校 永松　敦 池　陽平

104 ES関東Cロゲイン部シニア 桜井　剛 杉本　光正

105 FMW 深澤　学 伊東　公洋

106 HI-FIVE 内藤　俊介 大宮　拓磨 伊藤　正吾

107 TIPS 大森　武 杉江　信介

108 TMS 竹内　和彦 杉山　洋平

109 Toshi早阪 河合　利幸 豊島　利男

110 池田と白鳥 白鳥　慶一 池田　光政

111 小林　亮太 小林　亮太 中澤　佑介

112 さくさく 櫻井　廣一郎 作田　祥司

113 鈴与ロゲ部1号ＴＲＡＩＬＳ 大庭　正守 外山　達也

114 鈴与ロゲ部2号広野支部 横田　圭一郎 永嶋　章二

115 鈴与ロゲ部3号ＢＬＵＥ 和田　雄規 加藤　和秀

116 鈴与ロゲ部4号ＳＩＮＧＬＥＳ 八橋　岳史 河江　知範

117 たけちゃんズ 鈴木　武弘 杉山　博信 小西　高志

118 チーム、えび～にゃ 藤田　耕市 加藤　俊明

119 チームペガサス 松井　勝美 籾山　広行

120 ノブノブ 田島　暢行 日笠　信義

121 ﾊﾆｰﾌﾗｯｼｭ 長澤　秀憲 高部　和典

122 はぴとれチームＹ 鈴木　真 迫田　順

123 マダムキラーズ 河合　信太郎 石上　雅生 執行　紀行 楳津　洋章

124 マッパ 田中　公悟 竹内　利樹

125 モシト2016 葛西　恒志 カツマタ　ヨシト

126 よーいどん！ 糠谷　和浩 植松　正吏

127 静岡FIRE 望月　秀亮 関口　範一 村松　孝哉 澤井　光嗣

128 静岡OLCランニング部 高野　純一 田畑　清士

129 爽野の会 坂本　高志 高澤　研介 名郷根　一則

130 草薙クラブ★ 市川　顯 小澤　敬

131 中田学区健全育成走友会 上原　央 海野　裕介

132 濃蛭（のーひる） 堀井　智史 新井　泰範

133 白い帽子 梅原　智 永田　高教

134 チームももんが 寺田　芳之 諸我　隆史 梅原　弘行

チーム番号 チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4

201 TEAM＆Club阿闍梨W 田島　利佳 手塚　美佳

202 おでんだ！チョコっち 神石　明子 小野　千晶

203 harapeco shimizu 小澤　佐和子 石田　美紀子 久保田　良子

204 ＪＡＳＭＩＮＥ① 長浜　泰江 石黒　紀代美

205 SMG B＆O 守永　朋子 光瀬　美樹

206 TIP 山中　宏美 中村　香水 石井　有紗

207 ＵＲＡ　ＯＢＡ30 佐々木　直子 鈴木　智帆里

208 おやびんちゃびんはげちゃびん 高橋　幸子 望月　志津保 和田　和代

209 鈴与ロゲ部5号ブローカーズ 押見　由弥子 齋藤　早苗

210 たけかー 鈴木　真樹子 芝田　登紀子

211 チームＴＫ レッドフォード　賀代子 伊藤　知子

212 チームいきあたりばったり 千葉　広美 伊藤　朋子 福山　真理

213 チームおおた 高村　真奈 加藤　綾子

214 走れOLショムニ課 谷本　久美子 山中　千里 増井　優子

5時間男子

5時間女子



2016.1.31 有度山ロゲイニング　エントリーリスト 2

チーム番号 チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4

301 ぽんぽんず 長縄　知晃 長縄　美春

302 ☆寿司照☆ 大多和　あずさ 志田　圭吾 志田　希 杉崎　夕子

303 ☆水曜練習会☆ 内山　達矢 田代　明良 山本　純子 井口　太志

304 ☆水曜練習会☆W 鷲山　裕一 長谷川　智子

305 ★めざせ！剣ヶ峰★ 河村　菜奈子

306 Bar☆しまるし。 鈴木　崇司 鈴木　郁理

307 IL VENTO（イルベント）山岳部 石橋　晃 小澤　佳広 酒井　徹 中野　暁子

308 チームレッド 田村　真由美 佐藤　秋

309 MATTARI 簗場　道弘 杉山　真悟 糠谷　美智子

310 MHY47 牧田　芽久美 石川　秀美 永井　康之

311 Milestones 田辺　洋一 服部　早苗

312 MJR feat.HIDE 池田　瑠美 鈴木　淳 原　麻生子 落合　英隆

313 MT4MF 小林　大起 上野　孝治 馬淵　洋志 栗田　英里

314 TEAM  AOLI 小畑　剣士 杉山　彩

315 Team H&M 田中　秀英 池上　美沙子

316 Team スカちゃん 鈴木　愛 後藤　武久 藤田　実加 植松　正晃

317 TEAM ティッシーさん 土井　啓二 武井　良江

318 TEAMーHY 櫻井　秀樹 櫻井　由美子

319 teamぴん 弓桁　康志郎 渡邉　貴幸 濱田　実希

320 teamぽん 北條　景子 清水　将智 清水　祐子 猪野　かおり

321 teamぱん 平田 千恵 植松　将伍 鈴木　かおり

322 Ｔｅａｍ瀬尾茶 古茶　轄己 瀬尾　暢香

323 TNF仙台 男澤　ヒロキ 山ノ内　はるか

324 ＵＲＡイッポーズ 見城　一歩 山口　紀美

325 ＵＲＡクリガシラーズ 市川　大吾 前田　奈々子

326 ＵＲＡリーダーズ 佐々木　大吾 安原　律子

327 あたり 工島　彩加 桐生　健志郎 梅原　綾乃 三浦　佑太路

328 あるばとろす 加藤　則康 矢口　由紀子

329 おしりーず 藤原　孝行 浦谷　美帆

330 オレンジトレイル 工藤　伸治 小長谷　みゆき 福井　清道

331 げんまん 松元　恭子 渡辺　浩司

332 ココペリ 渡辺　充 桜井　美恵

333 コタロー 豊沢　吉弥 豊沢　弥生

334 シゲ☆キヨ 長井　茂雄 長井　清子 渡辺　知子

335 たけるっち 古澤　徹 古澤　順子

336 チーム  こっちゃん 安島　充孝 安島　あけみ 安島　孝亮

337 チームH＆M 高田　康雄 高橋　弘美

338 チームTakigawa 瀧川　英雄 瀧川　朋子

339 チームさえ丸おじさんの店 秋山　栄章 一杉　しげみ

340 チームチョキ 丸山　朋子 松原　瞳 佐藤　圭介

341 ちーむとりけも 高坂　昌信 井上　満美 岸江　賢一

342 チームほよほよ 森川　隆司 森川　玲子

- - - - - -

344 チームゆるゆる 河南　優美 鶴島　理史

345 チーム遠足 大澤　貴子 渡辺　達也

346 はいっ！ど～も～っ！M 大迫　岳志 福田　幸哉 小澤　寛孝 青山　海月

347 はいっ！ど～も～っ！Y 鈴木　茂雄 大八木　敏行 永崎　優子 永崎　裕二

348 はずれ 増田　早紀 鈴木　美咲 宮城島　健生 朝賀　皓一郎

349 バンブーストーン 竹内　正宏 大石　由美子

350 ピストン太田とさわやかなぼくら 加藤　亮 太田　博之 芦川　雅哉 竹本　かよこ

351 ふわっとチーム 浅野　貴生 浅野　ゆかり

352 まったり竹千代 上口　恭生 上口　裕子

353 みちくさ・し・た・い 望月　廣行 小澤　明男 増田　美紀

354 みっきーさん来た～ 渡辺　裕子 鈴木　幹久

355 南ＴＲＣ 木村　治雄 掛川　浩世 原田　鉱一 岩崎　好春

356 ゆるゆる4 塚本　一孝 山田　順一 鈴木　文子 吉田　めぐみ

357 ランラン屋さん 上村　とし子 稲垣　友美 木村　亮介 勝丸　真至

358 ルンルン屋さん 脇屋　いずみ 魚野　力 笠原　奈々

359 ロッキー ヨンイチロク 井原　純子 山崎　龍也 山崎　貴之

360 魁?坂田塾 坂田　友子 坂田　直哉 佐野　有佳子 高橋　希代子

361 元祖チャレンジャー 小西　邦明 小西　良子 山田　政広 長谷川　雅世

362 新チャレンジャー 小塩　貴行 櫻井　晴夫 岩本　佳乃

363 新米チャレンジャー 杉山　貴法 杉山　瞳

364 凸凹（dekoboko) 一瀬　立子 一瀬　圭介

365 チームランスタ 吉田　健一 山畑　理絵 友廣　睦 柴田　恵美

5時間男女混合



2016.1.31 有度山ロゲイニング　エントリーリスト 3

チーム番号 チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4

401 ハムちゃん 宮崎　崇徳 宮崎　寿美子 宮崎　愛海

402 1年生 水上　泰章 水上　喜朝 牧田　瑛吉 増田　学哉

403 KWD 河田　千夏 河田　貴司 河田　宗司朗 河田　胡春

404 Team Heart Golds 上田　浩嗣 上田　皓一朗

405 TNW（安本） 安本　真一郎 安本　楓香 安本　柊一 安本　明日香

406 ＴＮＷ（石上） 石上　奈津子 石上　知佳 石上　和樹

407 おおきな木 大木　敬弘 大木　悟子 大木　心遥 大木　陽和太

408 かいちゃん’Ｓ　チーム 望月　智夏 望月　開路

409 かる 植田　光博 植田　千尋 植田　蒼斗 植田　しおり

410 こたつみかん 大野　美香 大野　主馬 高橋　敬子 高橋　光

411 チーム　マイクラ 寺内　正樹 寺内　久実 寺内　吏玖 寺内　玲斗

412 チームWIND・HILL 風岡　達也 風岡　勇生

413 チームコンタ 西ヶ谷　卓 西ヶ谷　征子 西ヶ谷　岳杜

414 チーム那由他 望月　良昭 望月　那悠太

415 ディアソレアード 稲見　晃宏 稲見　舜介 稲見　颯介

416 トータス親子 国沢　五月 国沢　琉 国沢　楽

417 ぱおとら 北原　晃一郎 北原　美咲 北原　佑太朗 北原　咲智

418 はるきファミリー 太田　悦貴 太田　由紀子 太田　陽貴 天野　孝広

419 ふくやまんず。 福山　智之 福山　ななほ 福山　ひら 福山　稜人

420 ふぢゐ家 藤井　岳之 藤井　恵子 藤井　多喜

421 まんかんぼう 青木　真也 青木　清一

422 山下家 山下　義弘 山下　晴大 山下　夏実

423 ゆうはる 福間　美穂 福間　宙志 福間　優 福間　陽

424 ゆうぽんズ 牧戸　和之 牧戸　季美子 牧戸　悠生

425 相馬ファミリー 相馬　真由美 相馬　若葉 相馬　太郎

426 滝家バナナ 滝　正晴 滝　志保 滝　晴樹 滝　幸太

427 湧水点 榎本　洋 榎本　清美 榎本　湧

5時間家族



2016.1.31 有度山ロゲイニング　エントリーリスト 4

チーム番号 チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4

501 ★焼津ボーイズ★ 松永　孝良 曽根　純生 平野　涼子

502 Ａ＆Ｙ 上杉　友紀 大石　麻未 佐野　容子 望月　愛里菜

503 haziアンドじゃがいも 石上　雅之 桑原　基

504 HyvaaHaalto 安斎　秀樹 安斎　愛 安斎　悠杜 安斎　湖杜

505 jasmine2 渡邊　真理子 川口　優子

506 No ぷ　ＲＵＮ 杉山　祐太郎 鈴木　善文 石川　哲三 望月　俊幸

507 ORANGE-TRAIL　team.M 三輪　友也 宮澤　文博 増田　絢巳

508 RAD rogainers 望月　久徳 都築　幸雄 野田　真里江 清水　珠美

509 RELAX（小川） 小川　リエ 山越　愛子 石井　絵理

510 RELAX（小宮山） 小宮山　俊一 後藤　俊太郎 鈴木　拓実

511 T6 高橋　初枝 高橋　邦明

512 Team Lazy 杉浦　史生 初澤　里佳

513 team58 小林　弘和 小林　奈央 小林　里佳

514 TIVAくん 大崎　真美 三村　文昭 手塚　宏美

515 Ｗリバー 川井　人美 石川　妙子

516 エクストラ 鈴木　悟

517 ガンバ 青木　不二彦 青木　倫子 青木　裕真

518 そうた 吉川　尚吾 山下　恵美子 山下　爽汰

519 タガリートス 佐々木　裕一 佐々木　徳子

520 ちーばくん 仲村　健太郎 横田　貴大 山田　美樹 渡辺　ルイ子

521 チーム3年 平田　英樹 平田　直生 山本　健太 川窪　優月

522 チームかねこ 金子　敏之 金子　裕子 金子　和生 金子　知生

523 チームたかうり 田中　尚之 田中　かおり

524 チームばやし 若林　克茂 若林　朋子 若林　花奈 若林　圭

525 チョロ 木村　佳司 木村　初美

526 ぱっく＆くまごろう 中島　克行 中島　真里

527 はるまき 白井　五三雄 白井　雅子 白井　晴

528 ピクニック娘 中林　靖代 芦井　真由美 小林　はるみ

529 鮪Ｌｏｖｅｒｓ 瀧本　純一 瀧本　恵太

530 まだむず 尾関　幸子 高橋　琴恵 綾部　啓子

531 梶家 梶　健太 梶　典子

532 最強最強最強最強最強 山口　且真 山口　泰生

533 初ロゲるんっ♪ 天野　友博 天野　桃百奈 天野　恋町

534 絆走友会 高橋　直人 浅原　かおり 眞野　晃寿

535 ブンちゃん 松永　康裕 松永　創

536 たみちゃんず 小泉　成行 小泉　香楠 小泉　鈴

537 (吉井　謙太) 吉井　謙太  -  

チーム番号 チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4

601 (遠藤　寛巳) 遠藤　寛巳

602 (湯浅　進午) 湯浅　進午

603 (岡本　壮野) 岡本　壮野

604 East-IS 東島　剛

605 アルプス整骨院 桑内　義博

606 オレンジトレイル戦闘員・三茶 西沢　さとる

607 てら 寺内　浩司

608 ホンダ 本田　篤史

609 メカうさぎ 西崎　稔

610 モノノフだZ!!!!! 土方　宏明

611 丘の上 小寺　実

612 清里トレイルクラブ 永池　良行

613 （川口　正洋） 川口　正洋

614 （瀧下　真一） 瀧下　真一

615 （斉藤　駿） 斉藤　駿

チーム番号 チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4

701 (鈴木　かおり) 鈴木　かおり

702 チーム・南無 篠原　節子

703 チームσ 石川　京子

704 小さい友ちゃん 松永　友美

705 （渡邊　志保） 渡邊　志保

706 （三橋　寛子） 三橋　寛子

707 （島貫　なつみ） 島貫　なつみ

3時間ソロ男子

3時間ソロ女子

3時間チーム


