
※NO.はレースナンバーではありません。

※この表は「エントリーリスト」です。「スタートリスト」ではありません。

2016.3.24現在

（順不同）

NO. リレーチーム名 【スイム】氏名 【スイム】登録地 【バイク】氏名 【バイク】登録地 【ラン】氏名 【ラン】登録地

1 踊る横浜太陽吠えーるず！ 岩撫　兼次 神奈川県 外輪千明 神奈川県 山田祐子 神奈川県

2 Mana134 佐藤 恒二 神奈川県 石田 千絵子 神奈川県 石田 誠一郎 神奈川県

3 マツダトライアスロンクラブ関東支部B 倉林 良徳 埼玉県 佐藤 圭峰 神奈川県 小西 輝佳 神奈川県

4 スマイルクリエイション 河本　桂一 神奈川県 神沢　優明 神奈川県 阿部　貴行 神奈川県

5 安全第一2016 近藤  良佑 千葉県 中嶋  岳人 京都府 大城  祐介 埼玉県

6 NASトライアスロンスクール　コーチ 佐藤　陽介 東京都 吉越　慎吾 千葉県 平野　司 東京都

7 マツダトライアスロンクラブ関東支部A 大路 潔 神奈川県 川端 梓 神奈川県 田中 豊太 東京都

8 チーム岩加山 加納裕也 神奈川県 山本　雅一 東京都 岩沢昌之 神奈川県

9 アサヒスーパードライな男達（超辛口） 生井　一公 東京都 三瓶　亨 神奈川県 吉野　文章 神奈川県

10 西高剣道部43才になりました 逸見  孝子 東京都 近藤  郁子 東京都 安藤  初美 千葉県

11 大杉Twins ＆　MKⅢ 大杉  康司 神奈川県 東　健司 神奈川県 大杉　健司 神奈川県

12 SBC横浜戸塚 高橋 美穂子 神奈川県 吉野 高広 神奈川県 羽生 美希 神奈川県

13 Team がむしゃら２０１６ 田邉 香織 埼玉県 三橋　将 神奈川県 山内　俊英 東京都

14 TY METS Team B マタギ 野田　陽子 東京都 須田　洋之 東京都 目次　玲子 東京都

15 大船渡高校トライアスロン部 氏家　健太郎 東京都 工藤　晃太 東京都 大和田　資 東京都

16 マンスリーケロピーズ 根岸　知裕 東京都 千原　総 神奈川県 加藤　智識 神奈川県

17 ぷっちょ神ですよね 古橋　裕子 神奈川県 太田　濃 神奈川県 真田　祐樹 神奈川県

18 大和地所コミュニティライフ 影山　恭平 神奈川県 南雲　武志 神奈川県 三木 雄介 千葉県

19 同期の会RC 槙本 治 神奈川県 成石 豊 神奈川県 青地 英治 神奈川県

20 横浜炎のやつらリターンズ 松本　司 千葉県 滝　健志 愛知県 白石　沙里 神奈川県

21 ハマのほっとステーション 飯川 順平 東京都 佐野 亮太 千葉県 石塚 千晶 東京都

22 ODRヨコハマ２０１６ 荒井　玲奈 神奈川県 小島　陽子 神奈川県 松田　望 神奈川県

23 踊るＪＯＪＯ縁♪ 対馬　伸也 神奈川県 宮下　祐一 東京都 豊嶋　秀規 神奈川県

24 ＧＯ！田村Ｂ 服部　徳晃 静岡県 上住　円 愛知県 深松　栞 宮城県

25 チーム京子 野口　耕司郎 東京都 羽鳥　浩 東京都 佐野　文一 神奈川県

26 TEAM 31 藤原　雄平 東京都 隅田　喬士 東京都 星野　福紘 東京都

27 GO!田村A 佐藤　健史 東京都 上住　聡芳 愛知県 長藤　健太 神奈川県

28 TYMETS A 三富　誠 神奈川県 渡邉　哲也 千葉県 目次　孝 東京都

29 LIXILトライスロンチーム 村瀬　寛晃 静岡県 山口　功 愛知県 村瀬　寛晃 愛知県



30 三井化学産資パートナーズ 加峰　裕昭 千葉県 佐々木　卓 東京都 召田　貴章 東京都

31 OneTeam☆三井化学DoGreen 池田　歓 東京都 藤田　明 福岡県 梅野　道明 千葉県

32 NTT東日本神奈川グループA 木崎　盛弘 東京都 服部　克也 東京都 上田　高廣 神奈川県

33 NTT東日本神奈川グループB 中塚　備雄 千葉県 小俣　義男 神奈川県 朝倉　茂行 神奈川県


