
ロゲイニングで駿府の街再発見！2018　エントリーリスト1

チームno チーム名 人数 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5

101 ヘッポコ4人衆 4 樅山　徳幸 中野　倫文 牧野　雄介 山田　悟

201 ALC 2 遠藤　花菜子 小野　聡子

202 コングロマリット 2 池川　茉祐 中安　真唯

203 あみとくるみ 2 杉本　久瑠美 福井　亜美

204 方向音痴 2 小林　操 中西　ひろみ

205 チームにしまる 2 松田　きらら 近藤　菜那

206 静高山岳女子 2 川口　瞳 永嶋　あけみ

207 SCウォークA 3 霜田　佳州美 山下　久美子 小長谷　智世

208 SCウォークB 3 金塚　江里子 望月　那津子 青木　翠

209 図書ガール 3 鈴木　聖子 佐野　佳世子 杉山　実希

210 ちぇりー 5 白鳥　桃加 野田　春佳 山本　真理奈 中原　雛子 稲葉　由佳

301 りらっくすベアーズ 2 太田　伸二 太田　克美

302 えだまめ 2 橋本　武 橋本　裕美

303 チーム小動物 2 瀧本　美佳 瀧本　貴雄

304 チームあっきー 2 秋山　契乃 秋山　徹

305 へっぽこうさぎ・かめ夫婦 2 平野　真理 平野　圭司

306 チームちょびのすけ 2 土屋　越子 西田　佳弘

307 アイザックシュナイダー 3 望月　正之 望月　誉 望月　あゆ香

308 静岡YAMAPロゲ倶楽部ビギナーズ 4 川崎　泰司 丸田　有里 齋藤　圭一 齋藤　翔

401 山内さんち 2 山内　美紀 山内　仁乃

402

403 まんかんぼー 2 青木　真也 青木　はな

404 チーム　よねむら 2 米村　治郎 米村　英実

405 アテナ 2 河田　貴司 河田　胡春

406 TICO 2 山口　満 山口　茉二

407 はるちゃん 2 山下　義弘 山下　晴大

408 葵魂 2 平田　英樹 平田　直生

409 TEAM8910 2 小島　晃尚 小島　珀人

410 山援隊 3 八木　大輔 八木　碧惟 八木　梓翠

411 部活休みます 3 黒川　真帆 黒川　明日香 黒川　駿

412 にしさすけ 3 西ヶ谷　卓 西ヶ谷　征子 西ヶ谷　岳杜

グループ男子

グループ女子

グループ混合

ファミリー



ロゲイニングで駿府の街再発見！2018　エントリーリスト2

チームno チーム名 人数 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5

413 やまちゃん 4 山田　郁子 山田　晃久 山田　晏寿 山田　玲寿

414 チームまつうら 4 松浦　好野 松浦　祐士 松浦　侑杏 松浦　菜乃

415 ランニングエンジェルス 4 松澤　勇 松澤　明希 松澤　凜 松澤　怜

416 MYHY 4 鈴木　康仁 鈴木　弘子 鈴木　みち子 鈴木　悠仁

417 坂川家 4 坂川　明果 坂川　浩平 坂川　紗香 坂川　孔太

418 マウンテンハイ 4 戸塚　亮 戸塚　千春 戸塚　にこ 戸塚　弐壱

419 チームアヤノ 4 長倉　隆一 長倉　彩乃 長倉　光悠 長倉　温飛

420 チームKM 4 保坂　一代 保坂　芽泉 保坂　陽哉 保坂　弘記

421 きらめきドラゴンズ 4 伏見　優子 伏見　姫乃 伏見　賢伸 伏見　皇亮

422 山本家 4 山本　裕子 山本　淳樹 山本　誠 山本　訓

423 チーム セーラームーン 5 和久井　侑子 水野　多佳子 水野　桃音 水野　琴海 渋川　久美子

424 サイドフィールド 5 横畑　久也 横畑　英子 横畑　里奈 横畑　晴己 横畑　奈祐

501 石神　宏樹 1 石神　宏樹

502 井上　智弘 1 井上　智弘

503 桑田　晴敬 1 桑田　晴敬

504 田濃　邦彦 1 田濃　邦彦

505 Mitsui 1 鈴木　修一

601 高津　寿三鈴 1 高津　寿三鈴

602 横井　里乃 1 横井　里乃

603 みその 1 白井　博美

個人女子

個人男子


