
Race No. Swim Cap ColorWave No. チーム名 担当 姓名 Gender Category

5001 GREEN 6 押忍！！オラたちほねほねクラブ(OTB) スイム 本窪田 良輔男性 男性

押忍！！オラたちほねほねクラブ(OTB) バイク 関 龍之介 男性

押忍！！オラたちほねほねクラブ(OTB) ラン 岩井 佑一郎男性

5002 GREEN 6 小阪アスリートクラブ スイム 天野 一貴 男性 男性

小阪アスリートクラブ バイク 多川 廣宣 男性

小阪アスリートクラブ ラン 飯島 功也 男性

5003 GREEN 6 チーム奈良の人 スイム 井上 洋一 男性 男性

チーム奈良の人 バイク 植野 秀樹 男性

チーム奈良の人 ラン 松田 和久 男性

5004 GREEN 6 teamHAI スイム 阿部 豊幸 男性 男性

teamHAI バイク 東 正和 男性

teamHAI ラン 市冨 康真 男性

5005 GREEN 6 ヘージマ学園３ スイム 冨岡 信策 男性 男性

ヘージマ学園３ バイク 寺内 淳二 男性

ヘージマ学園３ ラン 新出 将之 男性

5006 GREEN 6 チョコボーイズ スイム 西本 雅彦 男性 男性

チョコボーイズ バイク 鈴木 亮太 男性

チョコボーイズ ラン 谷川 陽一 男性

5007 GREEN 6 チーム きんととＺ スイム 松岡 鋭泰 男性 男性

チーム きんととＺ バイク 生野 健之 男性

チーム きんととＺ ラン 加藤 和晃 男性

5008 GREEN 6 ちーむ かりゆしナイト スイム 千田 岳輝 男性 男性

ちーむ かりゆしナイト バイク 白川 康二 男性

ちーむ かりゆしナイト ラン 新城 竜二 男性

5009 GREEN 6 シルベストサイクルスタッフチーム スイム 石川 正章 男性 男性

シルベストサイクルスタッフチーム バイク 山崎 敏正 男性

シルベストサイクルスタッフチーム ラン 中川 浩充 男性

5010 GREEN 6 アルタマスＡ スイム 谷 友博 男性 男性

アルタマスＡ バイク 高谷 和正 男性

アルタマスＡ ラン 長江 高志 男性

5011 GREEN 6 アルタマスW スイム 石橋 洋平 男性 男性

アルタマスW バイク 中塚 賢 男性

アルタマスW ラン 渡邊 計之 男性

5012 GREEN 6 アルタマスZ スイム 坂本 篤宣 男性 男性

アルタマスZ バイク 植田 直樹 男性

アルタマスZ ラン 五十嵐 健 男性

5013 GREEN 6 チームＳＴＴ スイム 島田 隆弥 男性 男性

チームＳＴＴ バイク 立木 祥平 男性

チームＳＴＴ ラン 冨永 信治 男性

5014 GREEN 6 魔界トライアスロン部 スイム 根橋 加寿馬男性 男性

魔界トライアスロン部 バイク 齋藤 一樹 男性

魔界トライアスロン部 ラン 草間 利樹 男性

5015 GREEN 6 あんどーなつ スイム 熊野 知史 男性 男性

あんどーなつ バイク 佐藤 洋亮 男性

あんどーなつ ラン 安藤 隆司 男性

5016 GREEN 6 PIG3 スイム 戸田 恭孝 男性 男性

PIG3 バイク 諌山 仁志 男性

PIG3 ラン 堀 雄二 男性



5017 GREEN 6 ぴんだらか スイム 友松 奈央子女性 女性

ぴんだらか バイク 友松 奈央子女性

ぴんだらか ラン 友松 香奈子女性

5018 GREEN 6 関西おばちゃん連合 スイム 円尾 敦子 女性 女性

関西おばちゃん連合 バイク 重成かおり女性

関西おばちゃん連合 ラン 円尾 敦子 女性

5019 GREEN 6 Team ハイソックス スイム 小林 雄志 男性 混合

Team ハイソックス バイク 池下 卓 男性

Team ハイソックス ラン 中村 麻衣 女性

5020 GREEN 6 G☆H☆N スイム 後藤 勇星 男性 混合

G☆H☆N バイク 平井 敦子 女性

G☆H☆N ラン 永下 さつき女性

5021 GREEN 6 チームKEI スイム 岩政 景 男性 混合

チームKEI バイク 森下 夏伎 女性

チームKEI ラン 今井 千恵子女性

5022 GREEN 6 Team.YTY スイム 吉嶋 由美 女性 混合

Team.YTY バイク 徳田 有希 女性

Team.YTY ラン 明里 貴弘 男性

5023 GREEN 6 スーパーハード スイム 高見 亮 男性 混合

スーパーハード バイク 金子 恵美 女性

スーパーハード ラン 内海 良子 女性

5024 GREEN 6 サイクロトロン　ターゲッツ スイム 三木 昌 男性 混合

サイクロトロン　ターゲッツ バイク 西村 太一 男性

サイクロトロン　ターゲッツ ラン 小関 真由美女性

5025 GREEN 6 TEAM KOH スイム 北岡 浩 男性 混合

TEAM KOH バイク 大崎 りえ 女性

TEAM KOH ラン 橋本 浩－ 男性

5026 GREEN 6 チームりんりん スイム 山本 志津代女性 混合

チームりんりん バイク 本間 康幹 男性

チームりんりん ラン 本間 珠美 女性

5027 GREEN 6 山とスイムと赤ワイン スイム 植村 貢 男性 混合

山とスイムと赤ワイン バイク 吉田 陽介 男性

山とスイムと赤ワイン ラン 吉田 ゆかり女性

5028 GREEN 6 はなまる スイム 石橋 楠津美女性 混合

はなまる バイク 清水 美奈 女性

はなまる ラン 中尾 俊平 男性

5029 GREEN 6 大阪城Ⅴ３ スイム 上田 桂造 男性 混合

大阪城Ⅴ３ バイク 片田 知子 女性

大阪城Ⅴ３ ラン 真野 真琴 女性

5030 GREEN 6 ランニングベース大阪城 スイム 吉田 宗介 男性 混合

バイク 竹畠 智子 女性

ラン 山本 芳弘 男性


