
駅伝
No チーム名 チーム編成 お住まい

１走 庭田清美 にわたきよみ 女 47
２走 中橋麻理 なかはしまり 女 48
３走 松本幸三 まつもとこうぞう 男 55
１走 山本浩一 やまもとこういち 男 48
２走 高津泉 たかついずみ 女 50
３走 山田剛 やまだつよし 男 47
１走 村田 賢太郎 むりた けんたろう 男 24
２走 中野 咲桜 なかの さきお 女 27
３走 阿久津 将 あくつ まさし 男 27

黒豚トライアスロン部 １走 川上 涼輔 かわかみ りょうすけ 男 36
２走 小林 順子 こばやし じゅんこ 女 34
３走 小林 正典 こばやし まさのり 男 36

ヨーコ&スーパーモンキース゛ １走 伊藤 一弥 いとう かずや 男 57
２走 上村 和夫 うえむら かずお 男 61
３走 廣瀬 洋子 ひろせ ようこ 女 38

翔一、知穂、里美 TEAM １走 篠藤 翔一 しのとう しょういち 男 29
２走 正戸 知穂 まさと ちほ 女 45
３走 上岡 里美 うえおか さとみ 女 45

KSNS 川崎市 １走 須賀 雄基 すが ゆうき 男 32
２走 須賀 由紀子 すが ゆきこ 女 36
３走 佐々木 妙子 ささき たえこ 女 48

フリーダム りんご組 １走 成戸 和広 なりと かずひろ 男 54
２走 川島 雅衣 かわしま まさえ 女 56
３走 斎藤 安弘 さいとう やすひろ 男 54

まっ黒村からやってきました! １走 松丸 宏司 マツマル コウジ 男 39
２走 石黒 園 イシグロ ソノ 女 53
３走 村上 朋子 むらかみ ともこ 女 57

１走 宮岡 ひかる みやおか ひかる 女 25
２走 宮岡 恵美 みやおか えみ 女 58
３走 伊藤 道彦 いとう みちひこ 男 54
１走 宇野 総一 うの そういち 男 44
２走 筒井 亜由美 つつい あゆみ 女 51
３走 矢澤 雅樹 やざわ まさき 男 45

１走 野島 大輔 のじま だいすけ 男 44
２走 藤崎 賢治 ふじさき けんじ 男 45
３走 柳田 優樹 やなぎだ ゆうき 男 30
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朝スイム仲間です。スタートが早朝じゃないと調子が出ないと思います!
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勝ちに行きます!

今度はアキバもやろう!

デブの2走が弱点です。

今年からトライアスロンデビューTEAMです!

ゴール後に美味しいビールを飲むために、全力で頑張ります!

トライアスロンの仲良し仲間で参戦します。50代パワーで乗り切るぞ。

川崎エキデン!サイコー!頑張ります!
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