
No. チーム名 地区 メンバー

1036 アナハイム電工(株) 大阪府 野辺 民浩 岡田 奈緒美 渡辺 智子 星野 映美 中川 恭也

1037 （株）アナハイム電器 兵庫県 高橋 英徳 渡辺 孝史 岡田 聡 杵渕 慎也 福岡 大樹

1086 世界のNPK② 三重県 立岡 昌宣 丹羽 一成 藤原 峰子

1087 世界のNPK① 三重県 東 史晃 青木 正則 福井 眞司 村田 達也

1181 世界のはしや 兵庫県 橋本 竜弥 丁坪 伸昌 古川 昇 吉川 雅博 由良 卓之

1182 めざせマッハ1.7！ 大阪府 八木 勇治 林 哲也 木村 信浩 家村 一夫 菅野 直樹

1271 旧ヤマナカ 愛知県 真田 晋介 権田 千代志 平岩 大輔

1272 ゆとりぃず1 大阪府 徳本 四郎 増田 五郎 山本 六郎 井上 ゆとり

1273 新・ちゃ◯んこボーイズ 大阪府 相馬 一郎 岡田 二郎 沼田 三郎 田中 太郎 山野 デカ男

1274 アルコール中毒１１９％ 愛知県 小野田 雄彦 榊原 寛之 柴田 浩志 磯谷 栄志 江村 行弘

1374 自転車総業チーム火の車（光） 滋賀県 関目 清次 添島 義貴 向井 優介 柴原 寿哉

1375 一成とゆかいな仲間たち 愛知県 山口 祐基 鈴木 一成 鈴木 昌和 吉田 修也 立野 菜緒

1435 エキゾーストノート 岐阜県 野村 浩一 森田 禎典 安藤 雅紀 三崎 優典

1436 MKDチームB 愛知県 中原 正大 立道 信之 岡辺 直之 矢島 弘貴 安藤 早希

1437 MKDチームA 愛知県 矢鋪 英美 伊藤 丈夫 岸上 靖子 古川 善 小泉 佑樹

1438 MKDチームC 岐阜県 関 拓也 米田 達也 堀 智彦 笹野 拓郎 魚住 洋平

1504 日産愛知自動車大学校Aチーム 愛知県 飯田 裕也 桑原 励至 目黒 秀磨 河合 正裕

1505 日産愛知自動車大学校Bチーム 愛知県 渡邉 泰史 田中 祐希 久野 雅也 玉置 駿 北 龍生

1570 チーム事支 兵庫県 鈴木 斎 向井 稔雄 河野 義人 山中 隼人

1571 Team BS 愛知県 石倉 匠 小笠原 利浩 菱田 大輔 小峰 孝

1572 イカメンタイパスタ 愛知県 梅原 博 加藤 哲路 南 信次 峠坂 理佳 大岩 英子

1573 カルボナーラ 愛知県 土井 徹 亀谷 速貴 池田 ふみ 大江 裕文 安藤 美有

1574 team 士業 「診断士×鑑定士」 大阪府 高塚 哲史 俣野 耕一郎 谷井 友海 小林 敬一 逢坂 なつ紀

6224 スーパーチャリオ 三重県 星野 真二

6225 三重県 中島 勝巳

6226 カッパパ 大阪府 高橋 渉

6227 獣道 愛知県 寺澤 努

6228 Team猫の手 番外編1 大阪府 山根 純平

6229 Team猫の手 番外編2 大阪府 川上 潤

7015 ＦＵＳＩＯＮ-ＦＬＥＸＩ 山下 竜児 三上 智春 伊藤 香織 渡辺 充 堀 由理枝

4時間ママチャリ　スタート/8:03　ゼッケン色(青)　30チーム


