
2014 フレッシュ神奈川　いざ鎌倉！　参加者リスト（4月5日版）

チーム名 出発地 リーダー 第2走者 第3走者 第4走者 第5走者

AJ群馬宴会部 群馬県北群馬郡 和田辨海* 茂木　透* 渡辺　克則* 小嶋　毅* 戸所　信行*

AR中部の仲間たち 愛知県春日井市 田中 修一* リット デイビッド* 小酒井 得三* 樋口 昌輝 ブエ ジェローム*

CF ARAI ブルベ班 埼玉県ふじみ野市 鈴木　政之 佐藤　達也 富田　隆

CYCLE OF JOY 千葉県夷隅郡 内藤　義明* 田代　勇人* 渡邉　洋太* 徳武　大悟*

ＦＫ５７ 静岡県浜松市 増田　孝司* 曽根　浩士* 長谷部　敏之* 浅井　靖夫* 猪倉　誠治*

JFE East Japan 愛知県名古屋市 波多智行 岡崎俊郎 山崎和也 山本雅洋 斉藤　輝弘

RcNagoya 愛知県豊田市 金井　良樹* 石原　隆行* 浜口　浩紀* 伊藤　幸弘* 三浦　和大*

Retired Extremely Dangerous 福島県耶麻郡 本多海太郎 井手マヤ 加藤孝* 石倉永*

ＴＥＡＭ　大危機　～満身創痍～ 愛知県安城市 黒澤　久* 近藤　新一郎* 泉　浩司* 市川　誠* 落合　佑介*

Team 東海道五十三次 大阪府大阪市 櫻井　謙太* 尾谷　洋* 織茂　悠樹* 三澤 義明フィリップ* 村上 浩司*

TeamAudaxSaitama　妻神班　Special 新潟県南魚沼郡 妻神　邦昭* 山口　哲生* 小倉　清* 菅田　大助*

TeamS.S.R.＋C 愛知県豊橋市 藤原　誠* 小林　茂* 野島　宣仁* 榎村　智里*

Team亀太郎_姫とアラ還四銃士 福島県白河市 斎藤　浩* 河村泰弘* 塩森信一* 中澤雅和* 花田佳子*

TEAM前会長 宮城県仙台市 川野　岳大* 松村　圭祐* 伊藤　仁人* 白木　緑* 目崎　匠*

The Horseback Archers 愛知県名古屋市 田中　寿則 高橋 幸雄* 新居　理恵 大村　優仁

アウトドアジュニア 東京都八王子市 富岡 保彦* 大倉　雅弘 小熊 健*

アバンギャルド和歌山ブルベ部 和歌山県和歌山市 桑田　芳昭* 植田　智子* 荒井　誠* 田中　隆年* 岡崎　勝巳*

アマデウス 新潟県上越市 稲垣照聡* 田口重喜* 大上皓久* 立川一昭* 高橋行雄*

アルバトロス近畿 愛知県蒲郡市 水口　裕一郎* 竹内　俊雄* 片山　博司* 石橋　知己* 大迫　和秀*

インサイダーズ 新潟県糸魚川市 清水　土筆* 岩崎 直木* 佐々木毅史*

お城めぐり隊リターンズ 愛知県名古屋市 長森　恵子* 石黒　正彦* 日比　之博* 若狹　一洋*

かきおこ特盛り 愛知県春日井市 平松　章治* 後藤　敏夫* 後藤　まきよ* 瀬戸　信之* 川村　浩司*

がんばれ　チーバくん 千葉県浦安市 竹村　直起* 藤間　辰也* 矢田　博之* 荒木　正敏* 小菅　利津子*

がんばれ！ザ・ベアー 福島県郡山市 柳沢 宏和* 梁 冠妮* 境 紀子* 佐藤 淳* 遠藤 文護*

サイクル事業部 福島県郡山市 藤田　克人* 大澤　充* 畑崎　隆雄* 武田 聡*

チーム 4040 愛知県豊橋市 西垣　敦郎* 大加　久幸* 西島　誠道* 赤井　千園* 生橋　慎司*

チーム KATO 埼玉県鴻巣市 加藤　毅* 冨永　栄治* 名古　泰史* 鎌野　篤* 木村　健嗣*

チーム・レアポップ 千葉県香取市 吉川潤* 弘田充* 清水幸雄* 小山健二

チームＭＯ 愛知県名古屋市 志村　政紀 石橋　外史 南野　裕一

名前の後ろの * は懇親会参加を表します
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チームいちご大福2014 東京都八王子市 蓑田 一郎* 柳井　孝之* 志村 光一* 平林 幸典* 山本 岩男*

チーム亀太郎　リベンジ桃組 千葉県船橋市 宮内直樹* 池田年広* 小野慶一* 立木　和好* 中島志保*

チーム魔界・AJ北海道1200kmでお待ちしています♪ 東京都大田区 大谷　寿朗* 田中　強 木宮　晴代* 北山　幸司*

チーム弥次喜多 愛知県名古屋市 喜多 静夫* 長谷 龍一* 加藤 幸三* 柳生 善弘*

テイル ウインド 栃木県宇都宮市 坂東 司* 須藤 好* 山川 浩市* 服部 真* 石賀　雅浩*

ニコニコB 長野県岡谷市 善利　朝臣* 村田　泰宏* 佐藤　大祐* 吉岡　勉* 小畑　進也*

のぼりと会 神奈川県川崎市 小清水　博行* 金光　真吾* 山内　生平* 小林　利男* 渡邊　みゆき*

ハーベスト 福島県郡山市 南田　昌輝* 有村　黎* 吉田　淳也*

ぴくるすShift 福島県福島市 古橋　弘信* 古橋　智佳* 岩澤　義仁* 岡山　貴之* 西澤　健司*

フォルツァ！ 茨城県日立市 山家　雅之* 前田　敦司* 川上　智明*

マイペース 東京都八王子市 山名　英明* 鈴木　裕和* 城　ひろ*

まったりサギ 愛知県名古屋市 森泉　猛* 宮　哲史* 松本　大* 照内 務夫*

みさかサイクル　ブルベの楽しさを広め隊 埼玉県上尾市 上嶋　英俊* 星野　寛子* 川畑　雅美* 坂本　岳* 杉山　明彦*

みちのくおだづもっこズ 宮城県仙台市 鈴木　知洋* 鈴木　賢一* 佐藤　典明* 宍戸 研哉* 田中　芳寛*

モンキー・マジック 愛知県名古屋市 津村　明彦 古久保　進* 久保　和寿* 上島　聡彦* 内藤　光康*

ランドヌーズ大奥 愛知県知多郡 宇田川　繭子* 梅田　智里* 佐々木　みさ* 鎌野　乃理子* 小路　真理江*

リニア静岡号 岐阜県恵那市 山本　秀樹* 大塩洋彦* 上西　顕太郎* 坪井　秀樹* 吉田浩人*

ルー　デ　フォーチュン 茨城県東茨城郡 長谷川　薫* 小松原　誠* 荒井　渉* 横田　絵里子

宇都宮の餃子を食べてから 東京都町田市 稲川　浩* 渡辺　和之* 本郷　仁啓* 西田　賢司* 中澤　志のぶ*

関東大王５　いざ鎌倉 群馬県高崎市 新村　茂* 葛西　歩* 長谷川  隆之* 鈴木　登 吉田 浩*

三尺玉 新潟県長岡市 小林　卓* 吉野　貴文* 宇都　佑哉* 齋藤　剛*

酒好き源左衛門の末裔 愛知県名古屋市 安田　邦光* 畠中　洋史* 大地　義信*

成り行き2014 愛知県名古屋市 原田　洋人* 大澤　雅彦* 相川　倫男* 村上　ゆりか* 木本　貴美子*

特攻野郎Yチーム 東京都新宿区 小川　智裕 千原　裕年 齋藤　修

博多キャノンボーラーメンズ 静岡県湖西市 松木　真一郎* 木原　優子* 今村　兼之* 岩波　良和* 深町　綾*

風鈴クラブ&フレンズ 東京都稲城市 大坪　孝* 齋藤　文一* 綱川　晶礼*

法政大学ダム研究会 新潟県新潟市 田村　拓也* 小倉　大輔* 三上　秀和*

名前の後ろの * は懇親会参加を表します


