
駅伝
No チーム名 チーム編成 お住まい

１走 庭田清美 にわたきよみ 女 47
２走 中橋麻理 なかはしまり 女 48
３走 松本幸三 まつもとこうぞう 男 55
１走 山本浩一 やまもとこういち 男 48
２走 高津泉 たかついずみ 女 50
３走 山田剛 やまだつよし 男 47
１走 村田 賢太郎 むりた けんたろう 男 24
２走 中野 咲桜 なかの さきお 女 27
３走 阿久津 将 あくつ まさし 男 27

黒豚トライアスロン部 １走 川上 涼輔 かわかみ りょうすけ 男 36
２走 小林 順子 こばやし じゅんこ 女 34
３走 小林 正典 こばやし まさのり 男 36

ヨーコ&スーパーモンキース゛ １走 伊藤 一弥 いとう かずや 男 57
２走 上村 和夫 うえむら かずお 男 61
３走 廣瀬 洋子 ひろせ ようこ 女 38

翔一、知穂、里美 TEAM １走 篠藤 翔一 しのとう しょういち 男 29
２走 正戸 知穂 まさと ちほ 女 45
３走 上岡 里美 うえおか さとみ 女 45

KSNS 川崎市 １走 須賀 雄基 すが ゆうき 男 32
２走 須賀 由紀子 すが ゆきこ 女 36
３走 佐々木 妙子 ささき たえこ 女 48

フリーダム りんご組 １走 成戸 和広 なりと かずひろ 男 54
２走 川島 雅衣 かわしま まさえ 女 56
３走 斎藤 安弘 さいとう やすひろ 男 54
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勝ちに行きます!

今度はアキバもやろう!

デブの2走が弱点です。

今年からトライアスロンデビューTEAMです!

ゴール後に美味しいビールを飲むために、全力で頑張ります!

トライアスロンの仲良し仲間で参戦します。50代パワーで乗り切るぞ。
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氏名、性別、年齢

東京都

横浜市

横浜市

まっ黒村からやってきました! １走 松丸 宏司 マツマル コウジ 男 39
２走 石黒 園 イシグロ ソノ 女 53
３走 村上 朋子 むらかみ ともこ 女 57

１走 宮岡 ひかる みやおか ひかる 女 25
２走 宮岡 恵美 みやおか えみ 女 58
３走 伊藤 道彦 いとう みちひこ 男 54
１走 宇野 総一 うの そういち 男 44
２走 筒井 亜由美 つつい あゆみ 女 51
３走 矢澤 雅樹 やざわ まさき 男 45

１走 野島 大輔 のじま だいすけ 男 44
２走 藤崎 賢治 ふじさき けんじ 男 45
３走 柳田 優樹 やなぎだ ゆうき 男 30
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朝スイム仲間です。スタートが早朝じゃないと調子が出ないと思います!
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偽家族

ATS朝新城

横浜鉄人クラブ

トライアスロンの仲良し仲間で参戦します。50代パワーで乗り切るぞ。

川崎エキデン!サイコー!頑張ります!
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ひとりで駅伝 スタート時刻  10:30
No 氏名 よみがな 性別 年齢 お住まい 自己PR

51 宮下 勘太郎 みやした かんたろう 男 21 東京都 気力で完走目指します!
52 高橋 颯太朗 たかはし そうたろう 男 22 横浜市
53 有冨 弘朗 ありとみ ひろあき 男 28 横浜市 全力で競技に打ち込む自分を取り戻します!
54 寺田 悠介 てらだ ゆうすけ 男 31 千葉県 一人でアクアスロン×3頑張ります!!
55 井川 辰朗 いがわ たつろう 男 35 横浜市 一人で頑張ります～
56 彌勒寺 寛之 みろくじ ひろゆき 男 39 栃木県 前日誕生日で39歳になりましたが、御一人様で頑張ります
57 猪口 琢哉 いのぐち たくや 男 39 埼玉県
58 赤穂 俊彦 あこう としひこ 男 41 埼玉県 めちゃめちゃきついけど、子供にカッコいいところを見せられるように頑張りま
59 渡辺 純康 わたなべ のりやす 男 42 愛知県
60 柴田 清久 しばた きよひさ 男 43 埼玉県 スイムはほどほど、ランは全開で突っ込みます!
61 小栗 健嗣 おぐり けんじ 男 43 愛知県 ひとりで駅伝に引かれ参加を決意しました。思い切り苦しんで楽しみたいと思
62 永田 仁 ながた ひとし 男 43 川崎市 初のひとり駅伝!頑張ります(^^)/
63 赤野 史典 あかの ふみのり 男 44 東京都 1走目の俺!2走目の俺!3走目の俺!みんな頑張れ!!
64 千賀 茂生 せんが しげお 男 44 愛知県
65 影山 けんじ かげやま けんじ 男 48 千葉県 チームカゲヤマ一人で頑張るぞ～完走できるのか
66 梅田 淳 うめだ じゅん 男 48 横浜市
67 斎藤 安弘 さいとう やすひろ 男 53 東京都 初めて泳ぐ汚い東扇島。今回一人駅伝で3回も泳ぐ事に。正露丸飲まないと
68 中神 秀俊 なかがみ ひでとし 男 58 横浜市 ウエットの着脱を3回行うのは面倒ですが、タイム抜きで楽しみます。
69 前田 百合香 まえだ ゆりか 女 34 藤沢市
70 日下部 奈央子 くさかべ なおこ 女 39 東京都 ひとりで駅伝というユニークな企画に惹かれて出場します!早着替え頑張りま
71 萩原 文子 はぎわら ふみこ 女 52 川崎市

一般個人 スタート時刻  10:05
No 氏名 よみがな 性別 年齢 お住まい 自己PR
101 大塚 尚哉 おおつか なおや 男 18 埼玉県 頑張ります
102 山本 幸大 やまもと ゆきひろ 男 25 愛知県 スイムとランを目的としたチームです。
103 古川 昌司 ふるかわ まさし 男 30 埼玉県 苦手なスイムをがんばります
104 青木 裕康 あおき ひろやす 男 33 東京都 海無し、川のみの県中心で活動しております!
105 亀井 健太 カメイ ケンタ 男 37 厚木市 入賞目指して頑張ります!
106 鈴木 悠介 すずき ゆうすけ 男 39 茅ヶ崎市 娘と一緒に参加してます!
107 永松 聡一郎 ながまつ そういちろう 男 40 東京都
108 倉山 智春 くらやま ともはる 男 40 東京都 近練習不足なので、どこまでできるか…
109 助川 智之 すけがわ ともゆき 男 41 千葉県
110 川浪 康範 かわなみ やすのり 男 43 東京都
111 窪田 啓介 くぼた けいすけ 男 44 綾瀬市
112 影山 健二 かげやま けんじ 男 48 千葉県 娘たちに恥じないよう完走だけ頑張ります。
113 石川 礼忠 いしかわ のりただ 男 69 藤沢市 楽しく完泳、完走を目指します。
114 吉田 茉以 よしだ まい 女 24 東京都 はじめての出場ですが全力尽くして頑張ります!
115 槻山 可南 つきやま かな 女 28 埼玉県
116 石川 美貴子 いしかわ みきこ 女 34 東京都
117 田島 ちあき たじま ちあき 女 34 埼玉県 アクアスロン2回目!プールでしか泳いだことがないので慎重に泳ぎます。
118 丸島 圭織 まるしま かおり 女 35 東京都
119 白井 雅子 しらい まさこ 女 38 横浜市
120 鈴木 康子 すずき やすこ 女 39 埼玉県 目指せ完走
121 坂本 晶子 さかもと あきこ 女 41 川崎市 初めてのアクアスロンに挑戦です。
122 西森 一栄 にしもり かずえ 女 47 厚木市
123 伊藤 菜穂子 いとう なおこ 女 56 横浜市
124 沼部 真理子 ぬまべ まりこ 女 58 東京都 東扇島の海を体験して見たいです。
125 増川 佳子 ますかわ よしこ 女 64 横浜市 体力の衰えを感じ、出ることで維持していきたいから。

中学生 スタート時刻  9:45
No 氏名 よみがな 性別 年齢 お住まい 自己PR
151 今野 友翔 こんの ゆうと 男 中学1年 大和市 初参加ですが、頑張ります。
152 山田 将司 やまだ まさし 男 中学3年 東京都
153 原田 莉圭 はらだ りか 女 中学1年 横浜市 完走めざして、 後まで全力で頑張ります。
154 田 樹莉 でん じゅり 女 中学1年 横浜市
155 田村 笑愛 たむら えみな 女 中学2年 東京都 走るのも苦手、泳ぐのも早くないですが、アクアスロンが大好きです!



小学4～6年 スタート時刻  9:15
No 氏名 よみがな 性別 年齢 お住まい 自己PR
201 石田 玲瑛 いしだ れいあ 男 小学4年 埼玉県 泳ぎはイマイチだけど、RUNでその分頑張ります!!
202 影井 天馬 かげい てんま 男 小学4年 横浜市
203 吉原 海翔 よしはら かいと 男 小学4年 横浜市
204 池見 洸紀 いけみ こうき 男 小学4年 横浜市
205 中川 翔太 なかがわ しょうた 男 小学4年 横浜市 今年から練習を始めたばかりです。頑張ります。
206 彌勒寺 海人 みろくじ かいと 男 小学4年 栃木県
207 筒井 和 つつい やまと 男 小学6年 東京都
208 山田 雄大 やまだ ゆうだい 男 小学6年 東京都
209 中山 汐凪 なかやま セナ 男 小学6年 東京都 優勝狙って頑張ります。
210 横倉 つぼみ よこくら つぼみ 女 小学4年 茨城県
211 村西 沙月 むらにし さつき 女 小学4年 東京都
212 影山 みあ かげやま みあ 女 小学4年 千葉県 TEAMKAGEYAMA姉妹でワンツー狙います
213 影山 ゆあ かげやま ゆあ 女 小学4年 千葉県 チームカゲヤマで姉妹ワンツー狙います。;パパも頑張れww
214 濱野 史織 はまの しおり 女 小学4年 横浜市
215 加藤 真緒 かとう まお 女 小学4年 千葉県
216 筒井 楓 つつい かえで 女 小学5年 東京都
217 吉原 七海 よしはら ななみ 女 小学6年 横浜市
218 大塚 あかり おおつか あかり 女 小学6年 東京都

小学1～3年 スタート時刻  9:25
No 氏名 よみがな 性別 年齢 お住まい 自己PR
301 窪田 羚 くぼた りょう 男 小学1年 綾瀬市 りくと一緒にかんばります。
302 村西 啓吾 むらにし けいご 男 小学1年 東京都
303 赤穂 海 あこう うみ 男 小学2年 埼玉県 後まで頑張ります。
304 京谷 泰希 きょうたに たいき 男 小学2年 藤沢市 初めての挑戦頑張ります
305 伊藤 隆之助 いとう りゅうのすけ 男 小学2年 川崎市
306 野田 琉生 のだ りゅうせい 男 小学3年 東京都 全力で頑張ります。
307 毛利 祐晟 もうり ゆうせい 男 小学3年 横浜市
308 窪田 颯 くぼた りく 男 小学3年 綾瀬市 りょうと一緒にかんばります。
309 今野 颯也 こんの そうや 男 小学3年 大和市 初参加ですが、頑張ります。
310 中山 陸樹 なかやま リキ 男 小学3年 東京都 この日のために水泳も頑張ってきました。
311 高橋 大也 たかはし だいや 男 小学3年 栃木県 トライアスロンよりアクアスロンの方が大好き-。
312 亀井 さくら カメイ サクラ 女 小学2年 厚木市 上位を目指して頑張りたい!
313 坂本 凌子 さかもと りょうこ 女 小学3年 川崎市 はじめてのチャレンジ、元気いっぱい頑張るぞ～&#8252;
314 吉嶺 星夢 よしみね らむ 女 小学3年 川崎市 これからもいろんなことにチャレンジしていきたいです。
315 鈴木 愛花 すずき あいか 女 小学3年 茅ヶ崎市 初めての大会、がんばるぞー




