
大磯ファミリートライアスロン大会(2022) TOリスト 開催日：2022年6月26日(日)
No. 担当(メイン) 担当(サブ) 名前 フリガナ 無線 集合時間 備考

1 大会会長 中山 俊行 ナカヤマトシユキ ー

2 大会副会長 渡邉 英夫 ワタナベヒデオ ◯ 5:00
3 実行委員長 髙崎 聡 タカサキサトシ ◯ 5:00
4 本部 杉浦 真由美 スギウラマユミ ◯ 5:00
5 TL 浅野 拓哉 アサノ タクヤ ◯ 5:00
6 TD 亀村 一郎 カメムラ イチロウ ◯ 5:00
7 HR 三井 はるみ ミツイ ハルミ ◯ 5:00
8 救護 猪脵 位 イノマタ タダシ ◯ 6:00
9 ちびっこC 本部 熊澤 奈弥 クマザワ ナミ ◯ 6:00

10 T-C 小原 博史 オバラ ヒロシ ◯ 6:00
11 T 仙台 椎良 センダイ シイラ 6:00
12 T 岡田 展生 オカダ ノブオ 6:00
13 T 澁谷 実 シブヤ ミノル 6:00
14 T 中島 尚樹 ナカジマ ナオキ 6:00
15 T 楜澤 信 クルミサワ マコト 6:00
16 SW-C 小西 輝佳 コニシ テルヨシ ◯ 6:00
17 SW 海野 浩 ウンノ ヒロシ ◯ 6:00
18 SW 中園 あや ナカゾノ アヤ 6:00
19 SW 平山 和幸 ヒラヤマ カズユキ 6:00
20 SW 八ッ橋 隆 ヤツハシ タカシ 6:00
21 SW 熊坂 聡 クマサカ サトシ 6:00
22 BK-C 小川 幸一 オガワ コウイチ ◯ 6:00
23 BK 櫻井 弘美 サクライ ヒロミ 6:00
24 BK 榊 幸喜 サカキ コウキ 6:00
25 BK 竹中 収 タケナカ オサム 6:00
26 BK 齋藤 啓基 サイトウ ヒロキ 6:00
27 BK 飯山 貴仁 イイヤマ タカヒト 6:00
28 BK 紺谷 悟司 コンヤ サトシ 6:00
29 BK 浅井 政司 アサイ マサシ 6:00
30 RN-C 松村 一彦 マツムラ カズヒコ ◯ 6:00
31 RN 押木 雅朋 オシキ マサトモ 6:00
32 RN 堀 真弓 ホリ マユミ 6:00
33 RN 廣實 正人 ヒロザネ マサヒト 6:00
34 RN 三品 喬弘 ミシナ カズヒロ 6:00
35 RN 小野 明 オノ アキラ 6:00
36 RN 大谷 圭吾 オオタニ ケイゴ 6:00
37 FN-C 小池 康修 コイケ ヤスノブ ◯ 6:00
38 FN 石川 恵 イシカワ メグミ 6:00
39 FN 対馬 達也 ツシマ タツヤ 6:00
※交通機関始発都合で6:00到着が難しい場合は6:30までに集合ください。
※負荷が低い時間帯は他パートの支援をお願いします。

※BK・RNパートでは各３名づつバイクを持ってきてください。

BK全体で無線＋
５。

移動TO　３
折返し　１

坂道　　１

RN全体で無線＋
３

移動TO　３


