
種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい
ワイワイクラブ

宮崎 京子 女 59
玉置 淳子 女 59
永井 康子 女 60
岸 福子 女 66

ノブ、ガリガリクン買ってきた？
宮川 敏哉 男 40
宮川 愛梨 女 9
新田 武 男 45

石井 智弘 男 42
山下 啓之 男 42

山下 ゆりあ 女 12
阿部 あやこ 女 37
古屋敷 浩嗣 男 40

どM倶楽部
外薗 博紀 男 48
掛水 義博 男 38
渡邉 哲也 男 47
川崎 武夫 男 53

チームTID
矢野 健太郎 男 40

条 淳一 男 36
上田 茂雄 男 55
永岡 邦登 男 42
高橋 邦夫 男 35
室橋 儀明 男 38
岡野 雄亮 男 35
上端 拓朗 男 30
鎌込 晃樹 男 29
新井 麻希 女 30

NAS新川崎
関 裕史 男 43

谷本 寛子 女 53
わっしょい

阿竹 隼耶 男 22
飯田 拓実 男 22
橋 拓環 男 20

堀場 愛未 女 20
八掛 由起子 女 20

Aタイプ 9:00 11 上地 さり かみち さり 女 45 横浜市
Aタイプ 9:00 12 阿井 妃呂美 あい ひろみ 女 45 静岡県
Aタイプ 9:00 13 木村 佳宏 きむら よしひろ 男 42 埼玉県
Aタイプ 9:00 14 相原 伸行 あいはら のぶゆき 男 47 東京都
Aタイプ 9:00 15 高階 清彰 たかしな きよあき 男 42 東京都
Aタイプ 9:00 16 栗原 昭夫 くりはら あきお 男 53 埼玉県
Aタイプ 9:00 17 佐藤 朋彦 さとう ともひこ 男 45 茨城県
Aタイプ 9:00 18 伊藤 克浩 いとう かつひろ 男 43 東京都
Aタイプ 9:00 19 福嶋 真理 ふくしま まこと 男 49 埼玉県
Aタイプ 9:00 20 大内 智洋 おおうち ちひろ 男 21 東京都
Bタイプ 10:00 21 岡本 真知子 おかもと まちこ 女 36 東京都
Bタイプ 10:00 22 越川 宗子 こしかわ ときこ 女 47 横浜市
Bタイプ 10:00 23 須賀 由紀子 すが ゆきこ 女 34 川崎市
Bタイプ 10:00 24 利 妙子 とし たえこ 女 54 横浜市
Bタイプ 10:00 25 森内 信公 もりうち のぶひろ 男 35 大和市
Bタイプ 10:00 26 松岡 喜久夫 まつおか きくお 男 66 横浜市
Bタイプ 10:00 27 藤田 悟 ふじた さとる 男 43 横浜市
Bタイプ 10:00 28 遠藤 皇一 えんどう こういち 男 44 横浜市
Bタイプ 10:00 29 須賀 雄基 すが ゆうき 男 30 川崎市
Cタイプ 10:30 31 新田 和 にった のどか 女 12 中学1年 東京都
Cタイプ 10:30 32 安室 堅一郎 やすむろ けんいちろう 男 14 中学2年 埼玉県
Dタイプ 8:30 41 熊崎 颯大 くまざき そうた 男 8 小学3年 相模原市
Dタイプ 8:30 42 樋口 瑠華 ひぐち るか 女 9 小学4年 相模原市
Dタイプ 8:30 43 岡 夏花 おか なつか 女 10 小学4年 横浜市
Dタイプ 8:30 44 原田 莉圭 はらだ りか 女 10 小学5年 横浜市
Dタイプ 8:30 45 森内 昭公 もりうち あきひろ 男 11 小学5年 大和市
Dタイプ 8:30 46 植草 七海 うえくさ ななみ 女 12 小学6年 横浜市
Dタイプ 8:30 47 比嘉 真浩 ひが まさひろ 男 11 小学6年 静岡県
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