
【受付について】

受付はグループ１→２→３の順に行います。ご自身がどのグループかを下表にてご確認ください。

グループ番号をお呼びしますので、該当する方は、左側に記載されているアルファベットの受付にお越しください。

受付では、下表のＮｏ．をお申し出ください。

なお、受付時にレース出走の確認を行っております。少々お時間を頂くこととなりますが、ご理解の程よろしくお願い致します。

何かお困りのこと(入るタープがない・椅子や食器を忘れた等)がありましたら、遠慮なくご相談ください。

受付 No. 参加代表者の名前 IGの名前 受付 No. 参加代表者の名前 IGの名前 受付 No. 参加代表者の名前 IGの名前

1 Jayﾊﾟﾊﾟ (Jayﾊﾟﾊﾟ) ｼﾞｪｲ 61 Sol IG (soligdog) ｼｴﾙ,ｴﾏ 121 中原直子 (なかﾃｨﾉ) ﾃｨﾉ

2 たかのともみ (bamnana) ﾊﾞﾝﾋﾞ,ﾅﾅ 62 津田 剛志 (津田 剛志) ﾋｼﾞｷ,ｱｵｻ 122 三浦信 (三浦信) ｱﾝｼﾞｪ,ｱﾙﾃﾐｽ

3 黒柳美由紀 (ﾐﾕｷ) ﾏﾛ 63 鍜治 香代子 (ｹﾞｽﾄ) ﾓｶ,ｻﾗ 123 ﾕｳ (sktchewie) ｻｶﾀ

4 高氏葉子 (louvre) ｼｪﾘ,ﾙｰﾌﾞﾙ 64 湯原 郁子 (HAPPY.Y.Y) ﾊｯﾋﾟｰ 124 はな (Hana) ｱﾝﾃﾞｨ

5 たろさん (たろさん) ﾉﾝ,ﾅﾂﾒ,ﾏﾄｲ 65 ﾀﾞｲｸﾊﾗ (Chai) ﾁｬｲ 125 鈴木 博志 (GinKota) ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ,ｺﾀﾛｳ

6 きのゆうすけ (木野祐輔) ｸｳ,ﾒｲ 66 れんちぇい (れんちぇい) ﾚﾝ 126 東 綾子 (ﾄﾞﾙｱﾝ) ﾄﾞﾙﾁｪ,ｱﾝﾓｰﾄﾞ

7 織茂恵理子 (gabriel) ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 67 ぼるりろべてぃﾊﾟﾊﾟ (vollilobetty) ﾎﾞﾙﾄ,ﾍﾞﾃｨ,ﾘﾛ, 127 ｳﾒｸﾘ家 (ｳﾒｸﾘ) ｳﾒ,ｸﾘ

8 おおのあい (あｰたろう) ﾊﾘｰ,ｷﾞﾝｼﾞ 68 五月女 由美子 (ゆか) ｿﾌｨｰ 128 木嶋将人 (木嶋将人) ﾚｲ,ﾊﾔﾃ

9 高間京子 (sarah) ｻﾗ 69 すま｡ (すま｡) ｼﾞﾝ,ｷｰﾙ,ｿﾙﾃｨ 129 emirin (emirin) ｻﾌｨｰ,ｱｰﾃｨｰ

10 鹿島すみ江 (しっぽ舗) ﾚｵﾝ,ｲﾁﾏﾂ 70 LOVE&AMORﾏﾏ (ﾗﾌﾞ) ﾗﾌﾞ 130 ゆみ姐 (ゆみ姐) ﾀﾊﾞｻ,ｼﾞｼﾞ

11 ぱｰくすしぇｰんﾏﾏ (ぱｰこふ) ﾊﾟｰｸｽ,ｼｪｰﾝ 71 平 淳代 (ajkun) ｴｰｼﾞｪｲ 131 ﾙﾋﾞﾃｨｰ母 (mari_aztus) ﾙﾋﾞｰ,ﾃｨｱﾗ

12 ｼｪﾗｱﾈﾗﾏﾏ (sheraanela) ｼｪﾗ,ｱﾈﾗ 72 ﾄﾏﾚﾓ家 (ﾄﾏﾚﾓ) ﾄﾏﾄ,ﾚﾓﾝ,ｿﾗ,ﾙｰﾄ 132 kaori (kaori) ｼﾞｭﾉ

13 ﾄﾄﾛの家 (ﾄﾄﾛの家) ﾒｲ 73 ken (zen) ｻﾗ(沙羅),ﾚﾝ(蓮) 133 emia (ヴｪｽﾊﾟ) ｳﾞｪｽﾊﾟ

14 鳥 廣子 (来夢) ﾗｲﾑ,ﾐﾗｲ 74 岡村由佳 (5姉妹ﾏﾏ) ｳﾞｨｳﾞｨｱﾅ,ｼﾞｭｴﾙ,ｴﾝｳﾞｨ,ｼﾞｪﾝﾏ,ﾘｴﾝﾀ1゙34 sorapapa (SORA) そらっち,らいちん

15 大石 晃史 (大石 晃史) ｺｳﾒ,ｺｼﾞﾛｳ,ｺﾊﾙ,ｺﾑｷﾞ 75 海野 利恵 (海野 仁志) ﾋﾟｰｽ 135 Kazmmy (Kazmmy) ﾙﾁﾙ,ﾌｧﾋﾞｵ

16 長田宜子 (noko) ﾎﾟﾑ 76 西村智明 (Chiaking) ｿﾗ,ﾍﾞﾗﾄﾞﾝﾅ,ﾌｧﾋﾞｺ,ﾁﾙ 136 pell (pell) ﾋﾞｼｮｯﾌﾟ,ﾂｨｯｷﾞｰ

17 佐藤 美穂 (こたひろ) ｺﾀﾛｳ 77 ｺｳ父 (ｺｳｻﾁ) ﾊｳﾙ,ｻﾁ,ｺｳ 137 Violaのとｰちゃん (Viola0223) ｳﾞｨｵﾗ

18 細川秀治 (ALEX&LALA) ｱﾚｯｸｽ,ﾗﾗ,ｿﾆｰ,ﾘｺ 78 rumah(ﾙﾏｰ) (rumah) ｶﾝﾅ,ﾀﾞｲｽｹ,ｱﾝｽﾞ,ﾀｲﾖｳ 138 東城めぐみ (どびmama) ﾄﾞﾋﾞｰ,ﾍﾞﾈﾄ

19 金澤逸美 (mp.ig.ichan) ｲｳﾞ,ｺｳﾒ,ｼﾝﾊﾞ 79 中山ﾗｲﾋﾞｰ (ﾗｲﾋﾞｰ) ﾗｲﾑ,ﾋﾞｰ 139 ｱﾛﾊﾏﾏ (ｱﾛﾊ) ｱﾛﾊ

20 姫ﾏﾏ (himehanamama) ﾋﾒ 80 米川和希 (yone) ｱﾎﾟﾛ 140 ｸﾏ子 (ｸﾏ子) ｵｶﾗ

21 土田 哲生 (hina46edi22) ｴﾃﾞｨ,ﾕｷﾁ 81 中島 律子 (noahchan) ﾚｲ 141 岡崎 明美 (ｷﾞﾝﾏﾏ) ｸﾚﾌ,ｷﾞﾝ

22 ｲﾜﾀ ｽﾐｴ (gogoglico) ﾏｰｸ,ﾀｯｸﾙ 82 まきしむ (gon3) ｺﾞﾝ 142 ﾈﾛ家 (ﾈﾛ家) ﾈﾛ

23 海老名 翔 (海老名 翔) ｱﾙﾌﾚｰﾄﾞ 83 山口達也 (山口達也) 143 ぽち家 (pochi) ﾎﾟﾁ

24 永田 奈奈(Cele*Coba) (CC-BOYS) ﾁｪﾚｽﾃ,ｺﾊﾞﾙﾄ 84 ﾛﾝｷｰ家 (masatoshi) ﾛﾃﾞｨ,ｷｰｽ 144 ｸﾚｲｸﾞ家 (ﾘｯｷｰ☆) ｸﾚｲｸﾞ

25 田村 要(ﾀﾑﾗﾌｧﾐﾘｰ) (Itagure963) ｿﾗ,ｱﾝ,ﾙﾁｱ,ｻﾝﾃﾞｨ,胡桃(ｸﾙﾐ) 85 ちえ (ちえ) ﾗｲﾄ,ｸﾚｱ,ﾎﾞﾙﾄ 145 ﾁｪﾘﾓﾆ家 (ﾁｪﾘｰﾏﾏ) ﾓﾆｶ,ﾁｪﾘｰ

26 持田 敦也 (ｷﾗﾗ) ｷﾗﾗ,ﾆｺ 86 ぺっぺのﾊﾟﾊﾟ (ぺっぺ) ぺっぺ 146 Candy家 (Candy) ｻﾌﾞ,ｼﾞﾛｰ,ｸｰﾋﾟｰ,ｷｬﾝﾃﾞｨ ,ﾚﾝ､ｹﾞﾝｷ

27 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳｼﾞ (Ray) ｼﾞｷﾞｰ,ﾚｲ 87 藤平弘 (藤平三太) 三太 147 Jaz (Jazzfullmoon) ｼﾞｬｽﾞ

28 上坂星乃 (CARAmama) ｶﾗ 88 じゅじゅﾏﾏ (jujumama) ｼﾞｭｼﾞｭ 148 北川光治 (mirakan25) ｱﾈﾗ,ｷｯﾍﾟｲ

29 百武はな (100) ﾊﾅ 89 ﾊﾟｵﾙｶ家 (ﾊﾟｵﾗ家) ﾊﾟｵﾗ,ﾙｶ 149 kenmai (kenmai630) ﾏｲ,ﾗﾝ

30 増田 智世子 (ashtino) ｱｯｼｭ,ﾃｨﾉ 90 ｽﾊﾟｲｸ家 (airlie_brown) ｽﾊﾟｲｸ 150 ｻﾝﾃﾞｨｰ家 (Sandy0717) ｻﾝﾃﾞｨｰ

31 萩尾令子(もっふぃｰ) (もっふぃｰ) 91 伊東玄太郎 (げん) ｼﾞｬﾝ,ｱﾘｱ 151 佐藤仁昭 (佐藤仁昭) ｱﾚﾝ,ﾘｵﾝ

32 ﾃﾞﾘヴｨｱ家 (dellinger) ｳﾞｨｱﾎﾟﾝﾄ,ﾃﾞﾘﾝｼﾞｬｰ 92 tacaco (monaco) ﾓﾅ,ｼﾞｰﾅ,もっく,ﾁﾓ, 152 ｿﾌｨｱﾝ家 (sophie) ｿﾌｨｱﾝのｿﾌｨｰ,ｿﾌｨｱﾝのｱﾝ

33 ﾚｵﾝﾊﾟﾊﾟ (leon) ﾚｵﾝ 93 古田弘人 (ふるた) ﾏｷ 153 安里 さおり (ｼｭｰﾓｰ家) (asato hssm) ｼｭｯﾄ,ﾓﾓ

34 田中 紀彦 (ﾍﾞﾙ&ﾙﾙ) ﾙﾙ,ﾍﾞﾙ, 94 stechi (stechi) ｽﾃﾗ,ｱﾝｼﾞｪﾗ 154 武田 智明 (Anna-1002) ｱﾝﾅ

35 chikacchan (chikacchan) ﾓｰﾃﾞｨ,ﾘｯｹ 95 小野 佳代 (casbam) ｷｬｽﾊﾟｰ,ﾊﾞﾝﾋﾞ,ﾁｬﾀﾛｳ,ｼﾞﾝ,ﾗﾑ,ｸｳ 155 じぇに家 (じぇに) ｼﾞｪﾆｰ,ｼﾞﾙ

36 ﾃﾄまま (ﾃﾄまま) ﾃﾄ 96 あおやぎえりこ (surferi) ﾗﾌﾞ,ｲｳﾞ,ﾒｲ,ｼﾞｭｰﾙ 156 岡野秀男 (ﾘﾎﾞﾝ母さん) ﾘﾎﾞﾝ

37 石原良子 (ryoryo) ｼﾞｮﾝ 97 ｼﾞｰｸﾊﾟﾊﾟ (siegfried) ｼﾞｰｸ 157 ｶﾞﾌﾞ橙紅 (だいくれfamily) ｶﾞﾌﾞ,ﾀﾞｲﾀﾞｲ,ｸﾚﾅｲ

38 安部 潤一 (gino-ig) ｼﾞｰﾉ,ﾃｨﾉ 98 石崎麻伊子 (Hachi) ﾊﾁ 158 ﾊﾁ家 (ﾊﾁ) ﾊﾁ,ｷｭｰ

39 遠藤竜太朗 (ﾀﾛｳ) ﾙｰｸ,ｼｮｰﾝ 99 ﾁｪｽ･ﾏ家 (ﾒｸﾞﾀﾂ) ﾁｪｽ,ﾏｰﾔ 159 ｱﾝ&ﾃｨﾉ家 (ｱﾝ&ﾃｨﾉ) ｱﾝ,ﾃｨﾉ

40 久連松美帆 (leaf.m1822) ｻﾗ,ﾛｾﾞ 100 おちゃちゃ (おちゃちゃ) ｸﾞﾘ,ﾆﾄ 160 たいち (Taichi) ﾌｪﾘｰ,ｵﾘﾊﾞｰ

41 武川耕二 (take622) ﾚﾆｰ 101 濱口哲夫 (濱口哲夫) ｷｱﾗ 161 COVEt&Csato (Csato) ｺﾙｻﾛ,ｵﾝﾀﾞ,ﾚﾓ

42 ｹｲｼｲｽﾀｲﾙ(hana) (hana_vola) ｳﾞｫｰﾗ 102 水野ﾏｻﾐﾁ (ｹｲﾄ家) ｹｲﾄ 162 ｸﾞﾗﾋﾞｽ家 ｸﾞﾗﾋﾞｽ

43 草野 信雄 (くさの) ｴｳﾞｧ 103 星野 亮子 (Pinospi) ﾋﾟﾉｺ,ｽﾋﾟｶ 163 mutta ﾑｯﾀ

44 横山 直史 (そらくう) ｿﾗ,ｸｳ 104 堀 敬志 (minnypapa) ﾐﾆｰ 164 ららりり ﾗﾗ,ﾘﾘ

45 上木 尚子 (う えき) ﾀﾑ 105 limejack (LimeJack) ﾗｲﾑ,ｼﾞｬｯｸ ,,,,,,,,,,,,

46 青山加代子 (harucoha) ﾊﾙ,ｺﾊ 106 jotajarama (Jota&Jarama) ｲｵﾀ,ﾊﾗﾏ ,,,,,,,,,,,,

47 ﾏｷｳﾁﾉﾌﾞﾕｷ (がんもぱぱ｡) ﾂｸﾈ,ｶﾞﾝﾓ 107 齋藤勝利勝利(sarah) (齋藤勝利) ｻﾗ ,,,,,,,,,,,,

48 浦崎由美子 (浦崎由美子) ﾑｷﾞ 108 よしりん (Yoshirin) ｱﾄﾞ,ﾌｨｰﾈ､ﾁﾄ､ﾘｺ,ｼｪﾙﾄ､ﾒﾗｯｻ ,,,,,,,,,,,,

49 藤田貴之 (ｼﾞｭﾘｱ) ｼﾞｭﾘｱ,ﾌｪﾃﾞﾘｶ,ﾒﾙｳﾞｨﾝ 109 中野 清 (中野 清) ﾎﾞﾙﾄ ,,,,,,,,,,,,

50 porin (porin) ｼﾞｪﾑ 110 ﾐﾝよも (ﾐﾝよも) ｼｬﾄﾙ,よもぎ,えごま,ﾐﾝﾄ, ,,,,,,,,,,,,

51 ちゃみ家 (ちゃみ) ｱﾝｼﾞｰ,ｱﾚｯｸｽ,ｱﾘｽ,ｱﾀﾞﾑ 111 ﾛﾋﾞﾘﾘ家 (ﾛﾋﾞﾘﾘ) ﾛﾋﾞﾝ,ﾘﾘｨ ,,,,,,,,,,,,

52 堀越千晶 (sam0115) ﾄﾏﾄ,ｻｸﾗ,ｻﾝﾀ,ﾏｯﾁｬ 112 ｳﾒ (ｳﾒ) ｳﾒ,ﾃﾝ ,,,,,,,,,,,,

53 榎木田 瑞江 (榎木田瑞江) ｱﾍﾞﾙ,ｴﾙｸ 113 ていあ家 (おかめいんこ) ﾃｲｱ ,,,,,,,,,,,,

54 伊澤 信子 (ﾁｪﾘｰ) ﾏｶ,ﾁｸﾜ 114 池山博之(ｲﾀｸﾞｯﾁｰ) (JASPER) ﾁﾑﾁﾑ ,,,,,,,,,,,,

55 めい父 (ｹﾞｽﾄ) ﾒｲ 115 ｺｺﾙﾙ家 (ここるる) ｺｺ,ﾙﾙ ,,,,,,,,,,,,

56 宍戸さつき (sophiaとmilo) ｿﾌｨｱ,ﾏｲﾛ 116 ﾃｨﾅｸﾚｱﾏﾏ (TinaandCrea) ｸﾚｱ ,,,,,,,,,,,,

57 平松洋一 (YUZU20151125) ﾋﾗﾏﾂﾕｽﾞ 117 鈴木 優子(becolors) (giottoboss) ｼﾞｮｯﾄ ,,,,,,,,,,,,

58 本間貞伸 (本間直子) ｱﾋﾞｨ,ﾆｰﾅ 118 ｱﾝｼﾞｪﾘｰｸ (shanti&taiga) ﾀｲｶﾞ,ｼｬﾝﾃｨ ,,,,,,,,,,,,

59 ｲﾜﾀﾋﾛｶｽﾞ (ﾄﾛとｳﾆ) ﾄﾛ,ｳﾆ 119 ｼﾞﾉｴﾚﾏﾏ (ｼﾞﾉｴﾚﾏﾏ) ｼﾞｰﾉ,ｴﾚﾅ ,,,,,,,,,,,,

60 ﾄﾞﾙﾋﾞｰﾁｪ家 (ﾄﾞﾙﾁｪﾏﾏ) ﾄﾞﾙﾁｪ,bece 120 vich&roseﾏﾏ (vich&rose家) ﾋﾞｯﾁ,ﾛｾﾞ ,,,,,,,,,,,,
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