
6ウェーブ　リレー

11：35スタート　スイムキャップ：グリーン

リレーチーム名 【スイム】⽒名 【バイク】⽒名 【ラン】⽒名
mokkトライアスロン部ガールズチーム 渡辺 富美 飯野 順⼦ ⾵巻 舞⼦
C/T squad B ⼊⼭ 恭⼦ 松下 早苗 濱⽥ 由美⼦
RUCスーパーマミー 河崎 智未 中村 博⼦ 野村 奈穂⼦
シャインマスカット 渡辺 沙希 村上 奈津季 ⼩林 妙⼦
MTM 清⽔ 万紗⼦ 佐久間 朋⼦ 浅野 美奈弥
チーム市⺠病院 川野 真⼦ 太⽥ 理沙 ⼭⽊ ⾹菜恵
C/T squad D 渡辺 英輔 武内 佑⼆ 前野 智恵⼦
Aozora Factory 堀⽊ 淳⼀ 湯浅 佳⼦ ⼩林 功
サイカンパニー ⽣駒 浩平 岡⽥ 直⼦ 平⽥ 雄⼀郎
⼭染⼭ ⼭岸 喜⼀郎 染 吉郎 ⼭⼝ 菜穂
⽇新商事 林組 森 なつき ⼭⼝ 正義 林 雅⺒
⽇新商事 松崎組 ⽣頼 和樹 丸⼭ 秀美 松崎 敬亮
チームPふぁいぶ 中村 太⼀ 佐藤 真⼸ 横⼭ 純平
Re:Birth-UC チームS 正宗 聡 河崎 ⼀茂 正宗 沙和⼦
Rebirth-uc チームなる 太⽥ 成美 ⽥中 義哲 川村 広⼦
東マラ仲良しエントリーチーム ⽥野 裕⼦ 中⾕ ⼀博 ⼭⽥ 和歌⼦
C/T squad C 平⽯ 儀丈 平⽯ 儀丈 ⼩泉 幸枝
C/T squad TEAM A ⽮澤 雅樹 ⽣駒 友利⼦ ⽣駒 友利⼦
ぷ神 古橋 裕⼦ 太⽥ 濃 真⽥ 祐樹
桃とスモモ２ 安積 功⾼ 安積 功⾼ 安積 由美⾹
野⽑・まる豊組 芳賀 俊夫 ⼭⼝ 美穂 勝⾒ 雄⼀
チーム 徳美 Ｂ 川⽥ 毅 森 雄⼀ 本間 雪江
コミュ⼒低い系⼤学⽣ ⽥中 沙季 洲上 幹太 橋本 有広
⽇新商事 佐野組 河野 麗 ⼭岸 聖眞 佐野 浩⼀
港北ビーラーズ ⽷賀 英⼀ 磯野 和彦 川上 康則
ちゅくばだいがくＯＢ 安達 幸⼀ ⽯川 智浩 ⾺場 傑
TEAM MONOZUKI 北村 茂樹 遠藤 悠希 ⼩野 登美夫
ＴＥＡＭ ＨＯＤＯ－ＨＯＤＯ 原⽥ 秀⼀ ⼩森 俊夫 井上 修太
ハルツAチーム 近藤 ⼤輔 ⻑橋 雅⼈ 松本 隆
ハルツBチーム 近藤 隼⼈ 中村 佳史 中村 佳史
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リレーチーム名 【スイム】⽒名 【バイク】⽒名 【ラン】⽒名レースNo.
チームイワタ 宇津⽊ 謙⼀ 鈴⽊ 雅⼈ 茂野 哲史
⽇新商事KK ⼭⽥ 真幹 斎藤 真 中島 登
あめやま ⼭⽥ 敦也 柴⽥ ⼤輔 紙本 英悟
チームソーネーver2 仲宗根 ⼀郎 仲宗根 僚⼤ 仲宗根 航⼤
チーム珈琲屋 猫⽉＆My Cup 中村 康浩 ⽊ノ下 智弘 中村 康浩
チームYTY 佐藤 義則 齋藤 正 ⻫藤 洋平
ゆかいななかま ⾺場 宗明 ⾼野 夏葉 渥美 裕樹
チームペ〜 ⽊村 仁 三瓶 ⻯太郎 中村 太⼀
チームPつぅ〜 三浦 慎太郎 中村 太⼀ 吉⽥ 正和
林組＠MILINKO ⻘⽊ 英明 ⼟⽥ 浩輔 益⽥ 真伍
チームパル ⻄之園 ⿇⾹ 遠⽥ 誠 細⽥ 勝弘
ソウルブラザーズ 野⼝ 耕司郎 ⽻⿃ 浩 佐野 ⽂⼀
引き戻しの拓＠MILINKO 中村 健彦 楠本 拓也 ⽥中 雄三
GOGO！＠MILINKO 林 智之 深⼭ 元聡 ⼟⽥ 逸郎
IFTA62 森⾕ 顕介 梅根 佑⼀郎 下⽅ 優
mokkトライアスロン部メンズチーム ⽶澤 弘幸 阿部 元樹 ⿊⽥ 佑輔
のもてぃず 藤原 敏弘 中場 雅之 松本 歩
初対⾯の3⼈＠MILINKO ⻘⽊ 俊明 緑川 健太 近藤 寛彰
Team W.O.T. ⽥⼝ 健治 若井 真⼆ ⼤森 源⼤
SMEC 横浜 ⼭下 強 櫻本 亜伊⽃ 淺⽊ ⼈
ヘトヘトトライアスロン部 2011チーム 原⽥ 諭 前⽥ 哲 林 吟志
ヘトヘトトライアスロン部ミドルチーム 正⽊ 健介 ⽜古 弦樹 三輪 佳紀
徳美A 渡邊 和彦 永澤 雅仁 望⽉ 隆
TEAMはまっこ ⾚⽯ 達⾏ 齋藤 颯 滝本 裕⺒
PassionPrince with T 酒井 ⼤ 島袋 信孝 王⼦ 哲也
マリアンナ三⾓明⽇論 加藤 雅彦 齋藤 創⼀郎 ⼯藤 遼太郎
C/T squad E 野原 ひろ⼦ 野原 淳 村⽥ 真紀
芝⽣の狩⼈ 柳原 儀 歌川 達也 三浦 隆史
あっ、江⽥です ⼟屋 優貴 江⽥ 祐太郎 ⾈橋 和哉
チームキエフ 植⽥ 光⼀ 三宅 隆介 富⽥ 実嗣
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