
■男⼦チーム
BIB 都道府県 チーム名 代表者 メンバー② メンバー③ メンバー④

101 愛知県 粟本 本⽥ 昌誉 粟津原 裕樹

102 静岡県 カピバラノオサンポ 上原 正憲 上原 佑⾺

103 静岡県 シカダモンデ？ 丸野 裕介 村松 祐三

104 愛知県 BUCYO CLT 前原 聡 植⽥ 耕平

105 愛知県 チーム屯屋 野澤 泰晴 三浦 英基

106 愛知県 ⽊こりツリーサービス 神⾕ キョウジ 篠⽥ マサカズ

107 愛知県 BeeSun 村松 裕樹 杉原 康仁

108 愛知県 ⼭⻄ ⿃⼭ 芳雄 伊藤 喜紀

109 愛知県 たまちゃんず ⽟澤 宏悦 斎藤 秀樹 森⽥ 亮

110 愛知県 天神橋Team-C 桑原 周作 峰澤 敬太 ⾼橋 真也

111 静岡県 南部OB 近⽥ 和彦 宮副 優三 ⼾澤 兵吾

112 愛知県 CROSSOVER 2軍 津⽥ 昌樹 武藤 晃治 ⽯原 智⼀

113 愛知県 みのや倶楽部 ⼩林 義典 ⼤河原 俊伸 六⿅ 美吉

114 愛知県 まちかち 須⾒ 桂太 鈴⽊ 健嗣 ⽯原 聖季

115 静岡県 とりぞう⾏くぞ ⽥中 佑治 ⼭下 直也 島津 勝⼀

116 静岡県 浜松スクエアクライミング 吉川 亮 古川 雅英 岩代 勇毅

117 愛知県 とよしんRC チームGOD 神⾕ 正⼀ 神⾕ 幸宏 彦坂 和紀

118 愛知県 とよしんRC チームマッチョ 阿蘓 拓也 三宅 寿哉 森本 鉱也

119 愛知県 カリツー ⼟井 俊明 古澤 洋平 伊豫⽥ 泰孝 武 ⽂達

120 愛知県 モリとピュア俺達 松野 圭祐 加藤 慎⼀ ⻘⼭ 直樹 ⻄⽥ 真吾

121 愛知県 新！神和会 佐藤 潤 市川 真裕 南部 茂樹 ⼯藤 浩⼆

122 愛知県 リョーマトオヤジトリクジョウブ おおば りょうま おおば まさかず みずの てつや うちやま こうじ

123 滋賀県 ⽥舎の⻑男 中川 儀⼀ 北川 達弥 福⼭ 良孝 池⼾ 洋⾂

124 愛知県 TEAM YOKOHAMA 阪⽥ 豊則 森 憲⼀ 脇坂 敏弘 近⽥ 知博

125 愛知県 ⻄三河® 鈴⽊ 武治 中村 ⼤和 河合 栄男 ⼤屋 直輝

126 愛知県 Rabbit Boyz ⾨川 錠ニ ⾼⽊ 貴規 橋本 邦彦 ⼤倉 昌也

127 愛知県 ランナーズハイ 若松 裕史 ⼭⼝ 尚志 坂⽥ 拓哉 野澤 浩介

128 愛知県 アルプス会 中神 賢⼆ 野崎 哲郎 榊原 弘樹 守⽥ 亘彦

129 愛知県 チーム 設中 夏⽬ 晴翔 加藤 滉房 後藤 翼⽃ 福⽥ 優司

130 愛知県 東郷ケッターパーク 滝川 直樹 瀧川 恭平 ⽩頭 卓也 ⾼橋 祐⽮

131 愛知県 贅沢は、１⽇柿ピー半かけら ⼩柳津 彰朗 村⽥ 卓也 橋本 和樹 ⼾⽥ 祐介

132 愛知県 カモン！⿅島 剱持 光尚 ⼤塚 勇⼈ 岡⽥ 章吾 ⼭尾 武

■⼥⼦チーム
BIB 都道府県 チーム名■ 代表者 メンバー② メンバー③ メンバー④

201 愛知県 たかことはるみ 岩⽥ 貴⼦ ⼭本 晴美

202 愛知県 天神橋Team-P 堀栄 恭⼦ 古川 美紀 都築 佳美

203 愛知県 ウラヤマグランツ 和久⽥ 祐⼦ 松沢 早苗 ⼩林 依美

204 愛知県 えりりんGO 近江 衿⾹ 松井 恵⾥奈 近藤 咲希

205 愛知県 天元の嫁 中⻄ 美保 ⽯川 真⼰ 織⽥ あゆみ

206 愛知県 ⾛れドM 中⼭ 美砂 近藤 実沙 ⼤野 まりな

207 静岡県 かみかみストロベリー 若林 亜弥 豊⽥ 聡美 ⻑坂 敦⼦

208 滋賀県 ⽥舎の⻑⼥ 溝江 ⿇⾐⼦ 森 佳⼦ 岡部 沙織

209 愛知県 cerveza 成瀬 江利⼦ 森 友恵 中澤 恵美 林 朗枝

210 愛知県 ぶりっ⼦⼟曜会 萩原 千夏 三浦 美⾥ ⼭本 孝⼦ ⻄野 友貴

211 愛知県 ちむどんどん 佐伯 美那 兼⼦ 弘美 神⾕ 歩美 鶴⽥ 夏美

212 愛知県 ⾼塚のおかん 上村 都 池⽥ 由紀 関 かなえ 伊藤 ⿇⾥

213 愛知県 ⻄三河ランニング⼥⼦チーム 江⼝ 有佳 ⾓⾕ 菜⾒⼦ 神⾕ 珠代 ⼩橋 知美

214 愛知県 カリフォルニア マキシマ 朱美 マキシマ リリアン楓 神⾕ 藍⽣ 神⾕ 瞳

215 愛知県 はっしー 島原 千亜⾥ ⻑尾 彩葉 中⼭ 陽乃 中⼭ 貴⼦

216 愛知県 ラブ&ピース 室賀 みゆき 加藤 仁美 深津 多恵⼦ ⼩栗 裕⼦

217 愛知県 ⼭が好きだもんで 中⻄ 知真⼦ 吉⽥ 恵美 梅⽥ 笑美 伊藤 智⼦


