
カテゴリー チーム名 氏名 得点 順位 チーム名 氏名 得点 順位
福永 佐枝子 川口 忠人
鈴木 雅登 川口 みそら
米倉 直樹 野村 朋生
米倉 裕子 野村 和生
森野 壽之 大塚 歩美
鶴見 聡美 大塚 蒼之
勝田 雅美 大塚 慧之
大石 健之 大塚 伸
安場 まさこ 貝原 利顕
新開 雄介 貝原 莉々佳
石川 真史 貝原 京佳
高森 裕貴 立田 航大
木田 知子 立田 慶太郎
山崎 悠人 立田 佐由美
片岡 未季保 立田 玲奈
鈴木 聖那 池西 照美
柏本 政幸 坂下 まどか
奥山　 全子 倉橋 陽子
瀬谷 全那 阿部 将和
瀬谷 利花 藤田 弥世
兼藤 稔 藤野 正寛
藤井 亜希子 水野 雅晴
水上 聡子 長谷 大吾
松村 保真 東畑 優太
大石 千里 山田 好信
河合 利幸 金城 美里
燈田 真佑子 中條 雅裕
山田 祐理子 大久保 里紗
田中 優里 山添 麻里
市田 裕紀子 森 奈央
大石 佳央梨 木寅 智仁
中島 洋平 越前 直哉
真鍋 進一 戸来 圭介
中西 哲也 坂口 彰広
小谷 真美絵 青木 秀之
山田 良志子 山根 勝江
大西 千晶 佐々木 正志
小原 早苗 山根 卓也
吉永 敏己 山下 佳恵
池本 裕史 舩越 恒雄
竹内 祐子 船越 定明
寺野 雅代 加藤 由里
東口 佳代 金子 智洋
森 康裕 金子 友美
立石 充男 鈴木 文也
塩谷 尚久 中西 哲也
湯浅 佳和 細川 豊志
廣田 豊 田渕 諭
霧生 昌義 小池 延昌
霧生 健心 塩路 正人
川中 理恵 北田 雄夫
前川 豊恵 磯田 真栄
富永 紗奈 江南 秀文
富永 美和 江南 久美子
安永 悦世 1 チームＯＳＭ 佐々木 久明 -228
大野 真由莉 2 走る診断士 藤森 薫 79 第３位
岡本 ひなの 3 お城の森 城森 博幸 236 第２位
高橋 夏菜子 4 かっぱ親善大使ソロ 坂田 雄一郎 332 優勝
青柳 紀子 5 またたび 中尾 公美 -51
阿部 智美 45チーム117人

276 優勝

御坊商工会議所青年部２ 61

-504

3 まゆりと免許がほしい仲間たち 273 第３位

13 はっぴー＆ラッキー279 第２位

12 MASATAKA

５時間女子

1 風の森alpha 342 優勝

2 チームけいら

特別賞

10 御坊商工会議所青年部１ 156

2 トラトラすぬのすけ -854 第２位
11

3時間ソロ

142

4 森二中 -518

５時間男子
1 ダイエット同盟 313 優勝

9 マスクズ -8
15 もりさん 231

8 大山はだいせんです２

５時間男女

３時間ファミリー

-62

5 チームちゃんまり

204

14 ももやまーず 158
7 大山はだいせんです１ 162 第３位

13 よりみちーず 158 6 チーム所子

11 みっちーすてき 378
4 チームやまちゃん

-1276

10 それゆけ！20代！！ 325
3 チェロキーズ 216 第２位

9 山の会 -143

2 KUDS
8 三角点狩人 391 第３位

7 いつまでも３３歳 421 第２位

３時間一般

12 チームつよし 373

6 山ちゃん会 213
6 チーム玲奈 164

いわわき三姉妹 1581

3 新ウソ泣きファイアー 219
3 かんりゅう 198 第２位

4 オムライス 364

4 Re:Kyo 142

5 W・L・B 281
5 チーム航大
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優勝

1 アシャモ 114

2 すずちゃん 299 2 チームかずい

1 DO-ME 532 優勝

168 第３位



カウントダウンしてスタート！ 表彰式

・のせでん沿線は里山の風景が残る起伏の多いフィールドでしたね
　みなさん、お疲れさまでした！　また来年お会いしましょう！

会場は豊能町立ユーベルホール 開会式進行中

第２回のせでん里山フォトロゲイニング 当日の様子
２０１５年９月２６日(土)

スタート前に記念撮影 プログラム掲出

作戦タイム 一心不乱に検討中？


