
■ リレーの部 ＜男子＞No. チーム名 都道府県 PR・抱負 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４1 下山ランナーズ 愛知県 昨年出られなかった分、今年は楽しみます！！ 大塚 貴之 宮垣 操 森崎 吉博 川原田 稔2 GRC 愛知県 鈴⽊ 卓⾺ 佐藤 亮太 深谷 謙太 萩原 昌弘3 ノマックス 愛知県 がんばりMAX！ ⼭岸 良範 ⾦升 将征 根本 学 野間 一希4 Nagasaki 愛知県 ⻑崎県出⾝のチームです。楽しんで⾛りたいと思います（≧∇≦） 川久保 義矩 折原 祐二 沖中 三代志 吉田 直輝5 AAC-α 愛知県 杉山 洋平 鈴村 恵司 小島 宏康 鈴⽊ 悟司6 愛知ライダー！ 愛知県 千田 尚孝 伊藤 元紀 佐藤 あきら ⽑利 元7 TK若⼿チーム 愛知県 おじさんチームには負けないぜ！ 水村 敏之 ⿊⽥ 泰介 田嶋 茂樹 ⻑⾕川 達也8 前嶋正也部品店 愛知県 久保 正弘 近藤 誠也 ⻑嶋 ⽴ 前川 大輔9 トヨタの森lalaランナーズ 愛知県 メンバー初顔合わせもある急造チームですが楽しみます！ 宮崎 厚志 前田 邦博 横井 哲 加藤 佳一10 ALL-OUT CLUB A 愛知県 入賞目指して頑張ります！ 石田 啓介 村⼭ 良⼆ 窪田 雅仁 仁科 俊介11 ALL-OUT CLUB B 愛知県 入賞目指して頑張ります！ 池田 譲 鈴⽊ ⻯⽞ 水井 将博 村松 靖仁12 爽華Dream 愛知県 上村 尚平 石川 貴浩 田中 祥貴 山内 敏史13 爽華氷職人 愛知県 たくさん美味しい氷を作ります 桂田 光 森本 祐史 白井 祥 加藤 郁也14 Nagakute TR 愛知県 松本 太一 山田 将史 谷本 卓也 冨田 英治15 チーム八連勝会 愛知県 ⼩栗 ⼤樹 森 真人 横山 文彦 ⽯⿊ 進也16 ＡＡＣチーム８ 愛知県 山下 慎一 鈴⽊ 宏明 堀 谷 加藤 章文17 Team pegasus 愛知県 オヤジ軍団頑張ります ⼩林 ⿇咲樹 田巻 克己 ⽟⽥ 利秀 籾⼭ 広⾏18 TKおじさんチーム 愛知県 若⼿チームに負けないぞ！ 松本 豪仁 佐藤 伸彦 近藤 保幸19 フリークス 愛知県 渡会 哲子 渡会 理史＜⼥⼦＞No. チーム名 都道府県 PR・抱負 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４31 NRC⼥⼦部 愛知県 楽しそうなことを嗅ぎつけてはすぐに⾶びつくERC⼥⼦軍団今回も楽しい気持ちを襷で繋げてみんなで笑顔でゴールしまぁす 萩原 あずさ 神野 あさみ 中村 香澄 池平 薫＜混合＞No. チーム名 都道府県 PR・抱負 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４51 チーム能登部 石川県 ⼦供にかっこいい姿を⾒せます！！ 山本 伸幸 石坂 美紀 ⼭本 亜⾹⾥ 石坂 亨52 YFCGrazie 愛知県 岸 澄和 白石 敦也 田嶋 美樹 望月 将史53 サンハウス橦木町 最上階の会 愛知県 初トレランです！急がず目一杯楽しみます！ 種田 雅仁 水谷 仁一 鵜飼 達彦 種田 陽子54 だてあふろ 愛知県 初のトレラン！！楽しみ 倉知 太 ⽊村 ⿇⾥ 藤田 千鶴 櫻井 貴宏55 ACRO C 愛知県 昨年に引き続き上位⼊賞めざしてがんばります！ 古澤 洋平 廣島 杏奈 岡田 国大 津⽥ 良輔56 Acro.B 大阪府 がんばるぞー！おー！ 古⾕ 雄⼀郎 岡村 百子 安野 奈緒⼦ 土井 尚貴57 チームSARA 愛知県 小野田 哲也 内藤 沙羅 森 野々花 ⼩柳津 彰朗58 チーム雁が音３回生 愛知県 岡本 和正 杉浦 英樹 酒井 博司 久⽥ ⾥美59 Acro.A 愛知県 水越 幸司 ⿊野 ひかり 山下 ひろみ 泉谷 浩二60 たまのりクラブB 愛知県 トレイルランの経験者は１人だけですが、なんとか完走目指して頑張ります。 桐木 文英 岡部 法央 宮⾥ 拓伺 三島 拓也61 たまのりクラブA 愛知県 今回、全員がトレイルラン初心者です。全員が怪我をせず元気に完走できることが１番の目標です。 山崎 悠人 竹内 元章 中尾 聡美 濱⽥ 拓⽮62 ピーチフラペチーノ 静岡県 寺田 芳之 間宮 香子 桑原 和代 ⼩林 ⼤起63 のだランランクラブAチーム 愛知県 今年も親⼦で頑張ります(^O^)／ 溝畑 奈苗 下方 美紀 鈴⽊ 理恵 下方 宏明64 のだランランクラブBチーム 愛知県 今年も親⼦で頑張ります(^O^)／ ⽯塚 綾 ⻤頭 弘⼦ 松原 優子 加藤 邦彦65 弱反省 愛知県 岩崎 美保子 橋本 哲司66 南山大学トライアスロン 愛知県 坂上 諒将 山本 真由 貫井 茜 田中 裕樹


