
JOAロゲイニング大御所シリーズ　駿府大会（有度山ロゲイニング）成績表
※大御所シリーズポイント対象となる5時間の部カテゴリのみの成績表です。他のカテゴリについては大会ウェブサイトをご確認ください。

順位 クラス 得点 チーム名 氏名 メンバー1 氏名 メンバー2 氏名 メンバー3 氏名 メンバー4
1 混合 1038 チーム遠足 大澤　貴子 渡辺　達也
2 混合 1036 TNF仙台 男澤　ヒロキ 山ノ内　はるか
3 混合 929 ちーむとりけも 高坂　昌信 井上　満美 岸江　賢一
4 混合 922 Ｔｅａｍ瀬尾茶 古茶　轄己 瀬尾　暢香
5 混合 901 TEAM  AOLI 小畑　剣士 高橋　珍子 小澤　郷司
6 混合 897 バンブーストーン 竹内　正宏 大石　由美子
7 混合 892 チームTakigawa 瀧川　英雄 瀧川　朋子
8 混合 811 ふわっとチーム 浅野　貴生 浅野　ゆかり
9 混合 806 チームレッド 田村　真由美 佐藤　秋

10 混合 805 ぽんぽんず 長縄　知晃 長縄　美春
11 混合 801 MT4MF 小林　大起 上野　孝治 馬淵　洋志 栗田　英里
12 混合 795 げんまん 松元　恭子 渡辺　浩司
13 混合 792 オレンジトレイル 工藤　伸治 小長谷　みゆき 福井　清道
14 混合 745 ＵＲＡイッポーズ 見城　一歩 山口　紀美
15 混合 741 ピストン太田とさわやかなぼくら加藤　亮 太田　博之 芦川　雅哉 竹本　かよこ
16 混合 709 Milestones 田辺　洋一 服部　早苗
17 混合 705 ★めざせ！剣ヶ峰★ 河村　菜奈子 河村　知彦
18 混合 692 たけるっち 古澤　徹 古澤　順子
19 混合 678 シゲ☆キヨ 長井　茂雄 長井　清子 渡辺　知子
20 混合 669 おしりーず 藤原　孝行 浦谷　美帆
21 混合 658 TEAM ティッシーさん 土井　啓二 武井　良江
22 混合 657 ＵＲＡリーダーズ 佐々木　大吾 安原　律子
23 混合 641 Bar☆しまるし。 鈴木　崇司 鈴木　郁理
24 混合 620 TEAMーHY 櫻井　秀樹 櫻井　由美子
25 混合 616 MATTARI 簗場　道弘 杉山　真悟 糠谷　美智子
26 混合 605 チームチョキ 丸山　朋子 松原　瞳 佐藤　圭介
27 混合 602 ＵＲＡクリガシラーズ 市川　大吾 前田　奈々子
28 混合 597 ココペリ 渡辺　充 桜井　美恵
29 混合 564 チームH＆M 高田　康雄 高橋　弘美
30 混合 541 みっきーさん来た～ 渡辺　裕子 鈴木　幹久
31 混合 540 Team H&M 田中　秀英 池上　美沙子
32 混合 532 ロッキー ヨンイチロク 井原　純子 山崎　龍也 山崎　貴之
33 混合 531 IL VENTO（イルベント）山岳部石橋　晃 小澤　佳広 酒井　徹 中野　暁子
34 混合 511 ☆水曜練習会☆ 内山　達矢 田代　明良 山本　純子 井口　太志
35 混合 510 南ＴＲＣ 木村　治雄 掛川　浩世 原田　鉱一 岩崎　好春
36 混合 501 ゆるゆる4 塚本　一孝 山田　順一 鈴木　文子 外山　裕晃
37 混合 500 はいっ！ど～も～っ！M 大迫　岳志 福田　幸哉 小澤　寛孝 青山　海月
38 混合 498 はずれ 増田　早紀 鈴木　美咲 宮城島　健生 遠藤　聖
39 混合 495 チームランスタ 吉田　健一 山畑　理絵 友廣　睦 柴田　恵美
40 混合 491 はいっ！ど～も～っ！Y 鈴木　茂雄 大八木　敏行 永崎　優子 永崎　裕二
41 混合 487 みちくさ・し・た・い 望月　廣行 小澤　明男 増田　美紀
42 混合 486 チームゆるゆる 河南　優美 鶴島　理史
43 混合 456 MHY47 牧田　芽久美 渡辺　知之 永井　康之
44 混合 448 ☆水曜練習会☆W 鷲山　裕一 長谷川　智子
45 混合 426 魁?坂田塾 坂田　友子 坂田　直哉 佐野　有佳子 高橋　希代子
46 混合 390 teamぽん 清水　将智 清水　祐子 猪野　かおり
47 混合 359 あたり 工島　彩加 桐生　健志郎 梅原　綾乃 三浦　佑太路
48 混合 358 ランラン屋さん 上村　とし子 稲垣　友美 木村　亮介 勝丸　真至
49 混合 331 ルンルン屋さん 脇屋　いずみ 魚野　力 笠原　奈々
50 混合 326 teamぱん 平田 千恵 植松　将伍 鈴木　かおり
51 混合 280 Team スカちゃん 鈴木　愛 後藤　武久
52 混合 278 まったり竹千代 上口　恭生 上口　裕子
53 混合 276 ☆寿司照☆ 大多和　あずさ 志田　圭吾 志田　希 杉崎　夕子
54 混合 276 チームさえ丸おじさんの店 秋山　栄章 一杉　しげみ
55 混合 275 MJR feat.HIDE 池田　瑠美 鈴木　淳 原　麻生子 落合　英隆
56 混合 233 あるばとろす 加藤　則康 矢口　由紀子
57 混合 166 新米チャレンジャー 杉山　貴法 杉山　瞳
58 混合 135 teamぴん 弓桁　康志郎 渡邉　貴幸 濱田　実希
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順位 クラス 得点 チーム名 氏名 メンバー1 氏名 メンバー2 氏名 メンバー3 氏名 メンバー4
1 男子 1188 Ａチーム2016 柳下　大 市岡　隆興
2 男子 978 池田と白鳥 白鳥　慶一 池田　光政
3 男子 972 はぴとれチームＹ 鈴木　真 迫田　順
4 男子 972 マッパ 田中　公悟 竹内　利樹
5 男子 956 チーム ど根性 井上　智弘 井上　智弘
6 男子 948 TMS 竹内　和彦 杉山　洋平
7 男子 930 さくさく 櫻井　廣一郎 作田　祥司
8 男子 918 鈴与ロゲ部1号ＴＲＡＩＬＳ 大庭　正守 外山　達也
9 男子 908 鈴与ロゲ部2号広野支部 横田　圭一郎 永嶋　章二

10 男子 886 チームペガサス 松井　勝美 籾山　広行
11 男子 832 ES関東Cロゲイン部シニア 桜井　剛 杉本　光正
12 男子 812 札幌農学校 永松　敦 池　陽平
13 男子 810 鈴与ロゲ部3号ＢＬＵＥ 和田　雄規 加藤　和秀
14 男子 793 中田学区健全育成走友会 上原　央 海野　裕介
15 男子 787 ノブノブ 田島　暢行 日笠　信義
16 男子 784 チームももんが 諸我　隆史 梅原　弘行
17 男子 771 静岡OLCランニング部 高野　純一 田畑　清士
18 男子 702 HI-FIVE 内藤　俊介 大宮　拓磨 伊藤　正吾
19 男子 688 白い帽子 梅原　智 大原　仁志
20 男子 681 Toshi早阪 河合　利幸 豊島　利男
21 男子 673 小林　亮太 小林　亮太 中澤　佑介
22 男子 669 鈴与ロゲ部4号ＳＩＮＧＬＥＳ 八橋　岳史 河江　知範
23 男子 646 静岡FIRE 望月　秀亮 関口　範一 村松　孝哉 澤井　光嗣
24 男子 625 チーム、えび～にゃ 藤田　耕市 加藤　俊明
25 男子 616 たけちゃんズ 鈴木　武弘 杉山　博信 小西　高志
26 男子 599 マダムキラーズ 河合　信太郎 石上　雅生 執行　紀行 楳津　洋章
27 男子 597 FMW 深澤　学 伊東　公洋
28 男子 569 ﾊﾆｰﾌﾗｯｼｭ 長澤　秀憲 高部　和典
29 男子 567 TIPS 大森　武 杉江　信介
30 男子 559 草薙クラブ★ 市川　顯 小澤　敬
31 男子 552 モシト2016 葛西　恒志 カツマタ　ヨシト
32 男子 459 よーいどん！ 糠谷　和浩 植松　正吏
33 男子 166 新チャレンジャー 小塩　貴行 櫻井　晴夫 山田　政広

順位 クラス 得点 チーム名 氏名 メンバー1 氏名 メンバー2 氏名 メンバー3 氏名 メンバー4
1 女子 724 おでんだ！チョコっち 神石　明子 小野　千晶
2 女子 692 TEAM＆Club阿闍梨W 田島　利佳 手塚　美佳
3 女子 645 チームＴＫ レッドフォード　賀代子 渡辺　知子
4 女子 599 SMG B＆O 守永　朋子 光瀬　美樹
5 女子 579 たけかー 鈴木　真樹子 芝田　登紀子
6 女子 564 ＪＡＳＭＩＮＥ① 長浜　泰江 石黒　紀代美
7 女子 493 おやびんちゃびんはげちゃびん高橋　幸子 望月　志津保 和田　和代
8 女子 478 チームいきあたりばったり 千葉　広美 伊藤　朋子 福山　真理
9 女子 475 チームおおた 高村　真奈 加藤　綾子

10 女子 430 走れOLショムニ課 谷本　久美子 山中　千里 増井　優子
11 女子 415 鈴与ロゲ部5号ブローカーズ押見　由弥子 齋藤　早苗
12 女子 292 ＵＲＡ　ＯＢＡ30 佐々木　直子 鈴木　智帆里 杉田　久美
13 女子 278 TIP 山中　宏美 中村　香水 石井　有紗
14 女子 254 harapeco shimizu 小澤　佐和子 石田　美紀子 久保田　良子
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順位 クラス 得点 チーム名 氏名 メンバー1 氏名 メンバー2 氏名 メンバー3 氏名 メンバー4
1 家族 842 トータス親子 国沢　五月 国沢　琉
2 家族 755 ハムちゃん 宮崎　崇徳 宮崎　寿美子 宮崎　愛海
3 家族 731 Team Heart Golds 上田　浩嗣 上田　皓一朗
4 家族 641 チーム那由他 望月　良昭 望月　那悠太
5 家族 494 湧水点 榎本　洋 榎本　清美 榎本　湧
6 家族 493 ゆうぽんズ 牧戸　和之 牧戸　季美子 牧戸　悠生
7 家族 486 ディアソレアード 稲見　晃宏 稲見　舜介 稲見　颯介
8 家族 481 ぱおとら 北原　晃一郎 北原　美咲 北原　佑太朗 北原　咲智
9 家族 411 かいちゃん’Ｓ　チーム 望月　智夏 望月　開路

10 家族 385 相馬ファミリー 相馬　真由美 相馬　若葉 相馬　太郎
11 家族 359 ふぢゐ家 藤井　岳之 藤井　恵子 藤井　多喜
12 家族 353 1年生 水上　泰章 水上　喜朝 牧田　瑛吉 大石　真杜
13 家族 345 滝家バナナ 滝　正晴 滝　志保 滝　晴樹 滝　幸太
14 家族 328 TNW（安本） 安本　真一郎 安本　楓香 安本　柊一 安本　明日香
15 家族 303 まんかんぼう 青木　真也 青木　清一
16 家族 278 チームコンタ 西ヶ谷　卓 西ヶ谷　征子 西ヶ谷　岳杜
17 家族 264 チーム  こっちゃん 安島　充孝 安島　あけみ 安島　孝亮
18 家族 255 チーム　マイクラ 寺内　正樹 寺内　久実 寺内　吏玖 寺内　玲斗
19 家族 238 おおきな木 大木　敬弘 大木　悟子 大木　心遥 大木　陽和太
20 家族 219 山下家 山下　義弘 山下　晴大 山下　夏実
21 家族 213 はるきファミリー 太田　悦貴 太田　由紀子 太田　陽貴 天野　孝広
22 家族 168 ゆうはる 福間　美穂 福間　宙志 福間　優 福間　陽
23 家族 138 ＴＮＷ（石上） 石上　奈津子 石上　知佳 石上　和樹
24 家族 130 かる 植田　勉 植田　千尋 植田　蒼斗 植田　しおり
25 家族 10 KWD 河田　千夏 河田　貴司 河田　宗司朗 河田　胡春


