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申込内容が合っているかご確認をお願いいたします。お気づきの点がございましたらご連絡いただけますと幸いです。
チームメンバーの最終登録を当日受け付けます。
エントリーリストや前日イベント等で、チームメンバーを募る、変更などしていただいて大丈夫です。

八ヶ岳南麓フォトロゲイニング2013
５時間の部
カテゴリ チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5
男子 はぴとれチームＹ 鈴木 真 迫田 順

男子
シナネンニューバランス
バイシクルチーム

清水 直樹 若松 和馬

男子 丹沢TR 山本 寛人 宮部 佳弘
男子 札幌農学校&紅萠会 大西 康平 池 陽平
男子 小山様ファンクラブC 石井 龍男 羽鳥 和重
男子 花木様ファンクラブ 杉村 俊輔 佐藤 雄太郎
混合 チーム入れ込み 岡住 大三 岡住 陽子
混合 クロマニオンズ 岡部 悦子 岡部 淳
混合 MIYANISHI UNIVERSE 宮西 優太郎 守屋 舞香
混合 智隊 鈴木 智人 市原 東 安田 太郎 鈴木 純子 福井 奈穂
混合 木酔会 渡辺 円香 小暮 喜代志
シニア コタロー 豊沢 吉弥 豊沢 弥生
シニア 松本スポーツコミッション 木村 佳司 松島 義一

3時間の部
カテゴリ チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5
男子 ES関東 伊藤 夏生
男子 GPZ1100F 森 竜生
男子 ぞんび 小野田 剛太
男子 むーたん谷の住人 岩瀬 祐介
男子 ふるはうす 瀧川 英雄
男子 川越OLC 福田 雅秀

男子
小山様ファンクラブA ―最高
の親友・村上巧様とともに―

村上 巧 前田 裕太 曽原 直也

男子 OPC43 髙見 博道
男子 木酔会3 源後 知行
男子 横浜OLクラブB 清谷 智弘
男子 入間市OLC 小林 二郎
男子 MIST 樋口 誠
男子 えびすで走る会 保呂 毅
男子 サンソフ党 村上 一輝
男子 チターンズ残党 山根 洋之
男子 渋谷で走る会 篠原 岳夫
男子 山梨骨骨クラブA 藤原 三郎
男子 小山様ファンクラブD 坪居 大介 高橋 厚
男子 Nの会 西脇 正展
男子 年末まで禁酒（注 海老 成直
男子 がんばりまっちょ 住 正晴
女子 一風会 角田 明子
女子 横浜OLクラブD 清谷 千鶴
女子 朱雀OK 加納 尚子
女子 浅くラン 服部 早苗
女子 山梨骨骨クラブB 石川 文美子 小俣 和子
女子 オロナミンＣ 幸村 和美
女子 鳩の会 岡 恵子 榎戸 絢子
混合 小山様ファンクラブB 古谷 嵩 星野 智子
混合 あるふぁるふぁ 小林 遼 江口 沙綾
混合 トトロ 加藤 祐彦 奥津 慎吾 岩崎 さきこ 高橋 はる奈
混合 ARA三十。 双木 憲一 豊 竜一 實川 聡美 宇治 亜由美
混合 ぱたごにあ 長田 諭 常葉 あい
混合 アラサー 浜端 紀行 袴田 優美 三矢 麻以
シニア オオムラサキ 酒井 克明 酒井 か代子
シニア こなもん大好き！ 阿部 昌隆
家族 おさんぽファミリー 岩村 洋一 岩村 勇弥
家族 ES関東ロゲイン部 寺嶋 一樹 寺嶋 謙一郎
家族 チームこねこ1組 藤澤 照正 藤澤 妙子 藤澤 知徳 藤澤 明徳
家族 チーム　ハイブリッジ 高橋 武 高橋 颯太 高橋 駿介
家族 高橋家＠ちかと様万歳 高橋 雄哉 高橋 郁代 高橋 周杜
家族 ダイスケファンクラブ 国沢 こう子 国沢 楽
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森なびフェスタ
マススタート・ミドルオリエンテーリング ナビゲーション講習会
ゼッケンNo.所属 氏名 カテゴリ 所属 氏名

０１ 映像班 尾崎 高志 男子 久根  敏
０２ むーたん谷の住人 岩瀬 祐介
０３ 川越OLC 福田 雅秀 シャッフル！ペアミニロゲイニング

０４
小山様ファンクラブ ―最高の親
友・村上巧様とともに―

村上 巧 カテゴリ 所属 氏名

０５
小山様ファンクラブ ―最高の親
友・村上巧様とともに―

前田 裕太 男子 尾崎 高志

０６ 大阪ＯＬＣ 大林 俊彦 男子 福田 雅秀

０７ MIYANISHI UNIVERSE 宮西 優太郎 男子 村上 巧

０８ オオムラサキ 酒井 克明 男子 前田 裕太

０９ ぞんび～ず 大西 康平 男子 久根  敏
１０ 花木様小山様ファンクラブ 山上 大智 男子 宮西 優太郎
１１ ES関東C 寺嶋 一樹 男子 酒井 克明
１２ ES関東C 寺嶋 謙一郎 男子 大西 康平
１３ あるふぁるふぁ 小林 遼 男子 山上 大智
１４ 青葉会 八神 遥介 男子 八神 遥介
１５ 外濠之会 森川 正己 男子 羽鳥 和重
１６ 小山様ファンクラブ 石井 龍男 男子 池 陽平
１７ 花木様ファンクラブ 羽鳥 和重 男子 宮本 樹
１８ 札幌農学校&紅萠会 池 陽平 男子 高橋 厚
１９ 入間市ＯＬＣ 新 隆徳 男子 杉村 俊輔
２０ 京葉ＯＬクラブ 宮本 樹 男子 佐藤 雄太郎
２１ 小山様ファンクラブ 坪居 大介 女子 酒井 か代子
２２ 小山様ファンクラブ 高橋 厚 女子 植松 彩
２３ 花木様ファンクラブ 杉村 俊輔 女子 植松 裕子
２４ 花木様ファンクラブ 佐藤 雄太郎 女子 守屋 舞香
２５ オオムラサキ 酒井 か代子 女子 宮本 知江子
２６ 入間市ＯＬＣ 植松 彩 女子 山本 紗穏里
２７ 入間市ＯＬＣ 植松 裕子
２８ MIYANISHI UNIVERSE 守屋 舞香
２９ 京葉ＯＬクラブ 宮本 知江子
３０ 階段愛好会 山本 紗穏里

札幌農学校&紅萠会

映像班

川越OLC

小山様ファンクラブ ―最高の親
友・村上巧様とともに―

小山様ファンクラブ ―最高の親
友・村上巧様とともに―

MIYANISHI UNIVERSE
オオムラサキ
ぞんび～ず
花木様小山様ファンクラブ
青葉会
花木様ファンクラブ

京葉ＯＬクラブ
小山様ファンクラブ
花木様ファンクラブ
花木様ファンクラブ
オオムラサキ
入間市ＯＬＣ
入間市ＯＬＣ
MIYANISHI UNIVERSE
京葉ＯＬクラブ
階段愛好会


