
2021FDG愛知ツアー第1戦 FDG in MIYOSHI   スタートリスト 2021/4/9 時点

■3時間の部　　男子
No. チーム名（氏名） 居住地 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４ メンバー５ メンバー６ 最終案内送付先 人数

001 宮田 光章 春日井市 宮田 光章 1
002 上田 紘 豊田市 上田 紘 1
003 佐野 康治 知立市 佐野 康治 1
004 野口 幸一 和歌山県 野口 幸一 1
005 嶋崎 政男 名古屋市 嶋崎 政男 1
006 中村 良大 長野県 中村 良大 1
007 石川 幸一 長野県 石川 幸一 1
008 水谷 宏志 半田市 水谷 宏志 1
009 津田 良輔 名古屋市 津田 良輔 1
010 石塚 伸一 瀬戸市 石塚 伸一 1
011 内山 達矢 静岡県 内山 達矢 1
012 石神 宏樹 豊橋市 石神 宏樹 1
013 日下部 正英 名古屋市 日下部 正英 1
014 村山 良二 名古屋市 村山 良二 1
015 藤本 英幸 豊田市 藤本 英幸 1
016 三浦 尚 豊橋市 三浦 尚 1
017 八神 幸治 名古屋市 八神 幸治 1
018 安永 道直 名古屋市 安永 道直 1
019 安藤 正 日進市 安藤 正 1
020 ﾉﾌﾞﾉﾌﾞ 阿久比町 日笠 信義 田島 暢行 日笠 信義 2
021 Beer'z（ﾋﾞｱｰｽﾞ） 豊川市 小林 隆浩 福田 幹也 小林 隆浩 2
022 大正村ﾌｫﾄﾛｹﾞ委員会 岐阜県 成瀬 秀明 三浦 史彦 成瀬 秀明 2
023 team-津から来ました 三重県 木本 浩司 橋村 清重 木本 浩司 2
024 必着！ﾛｯｸ★ｼｪｯﾄﾞ 三重県 岡本 雅樹 長井 貴裕 岡本 雅樹 2
025 えっちらほっちら 大阪府 奥野 晋一郎 中村 俊一 奥野 晋一郎 2
026 登山部 瀬戸市 佐藤 あきら 下井 康暉 佐藤 あきら 2
027 ｲﾁﾛｰ 刈谷市 中村 拓稔 田嶋 章二 吉田 卓司 中村 拓稔 3
028 藤井4我S 名古屋市 藤井 裕大 藤井 昂我 藤井 友我 藤井 裕大 3
029 MEGA 名古屋市 千葉 裕二 前田 潔 青山 裕治 千葉 裕二 3
030 BHMC-2 豊田市 出原 功 平位 和幸 難波 賢一 出原 功 3
031 BHMCｰ1 豊田市 糸川 充浩 阿間見 孝 池垣 直則 糸川 充浩 3
032 CNES同期 江南市 宮本 雅企 山下 健 小栗 邦亮 森本 泰生 宮本 雅企 4
033 なかよしｵｼﾞｻﾝ 豊川市 内山 和正 高橋 進 矢澤 和典 棚橋 浩一郎 内山 和正 4
034 あｰ言えば走ゆう会 みよし市 須藤 亮太 河合 一英 篠田 明 水本 竜晃 須藤 亮太 4
035 3piece ガチメン 東郷町 織田 英嗣 田中 恵一 大沢 輝幸 織田　英嗣 3
036 橋本　淳 名古屋市 橋本　淳 1
037 ﾉﾘｰｽﾞ2021 みよし市 倉田 憲明 萩谷 眞幸 柘植 浩一 井関 雅史 麻生 和志 中村 優誠 倉田　憲明 6
038 佐藤 貴久 日進市 佐藤 貴久 1
039 佐藤 源信 みよし市 佐藤 源信 1
040 松原 慎 東海市 松原 慎 1
041 桜花賞 日進市 加藤 真人 松浦 広明 加藤 真人 2
042 竹宮 哲士 犬山市 竹宮 哲士 1
043 杉村 政志 みよし市 杉村 政志 1
044 伊勢の森 名古屋市 山下 洋一郎 大橋 将志 山下 洋一郎 2
045 ﾚﾝﾄｵｰﾙ富士 富士市 加藤 裕也 神近 資功 加藤 裕也 2
046 菊池 学 大府市 菊地 学 1
047 長谷川 守 名古屋市 長谷川 守 1
048 ｶﾈﾋｺ 美浜町 西本 泰河 松本 諒 田中 海斗 外川内 勇人 米山 昴 大畠 悠人 西本 泰河 6
049 加藤 以千弘 岡崎市 加藤 以千弘 1
050 横田 貴大 みよし市 横田 貴大 1

■3時間の部　　女子
No. チーム名（氏名） 居住地 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４ メンバー５ メンバー６ 最終案内送付先 人数

101 南田 奏絵 名古屋市 南田 奏絵 1
102 佐野 薫 知立市 佐野 薫 1
103 山本 栄美 阿久比町 山本 栄美 1
104 杉浦 正美 高浜市 杉浦 正美 1
105 日下部 朝美 名古屋市 日下部 朝美 1
106 ﾁｰﾑSK 瀬戸市 上田 幸代 森 久美 上田 幸代 2
107 らんらん 刈谷市 近藤 明子 金森 まみよ 近藤 明子 2
108 らんらんｶﾞｰﾙｽﾞ 豊田市 薮 伸江 柴田 陽子 薮 伸江 2
109 ﾎﾟ痔ﾃｨ部 豊川市 竹田 翔子 川口 優子 竹田 翔子 2
110 あこべｰず 碧南市 都築 亜希子 大山 綾子 都築 亜希子 2
111 ﾁｰﾑKaToMo 名古屋市 毛利 昌恵 豊崎 美幸 毛利 昌恵 2
112 隣の真千子さん 田原市 渡邊 真理子 眞田 千恵子 渡邊 真理子 2
113 ﾁｰﾑChita娘 西尾市 杉浦 優子 井上 利江 袴田 美佳 杉浦 優子 3
114 Red Naked 2 豊田市 藤本 千鶴 杉浦 美里 塩崎 佐知代 加藤 昭子 藤本 千鶴 4
115 YUKI-MI☆大福 名古屋市 石井 美恵子 中居 由紀子 梅村 美智 田中 ひとみ 石井 美恵子 4
116 魔女R 豊田市 池口 真美 三井 由紀子 古川 美紀 柴田 希依子 佐藤 晃子 池口 真美 5
117 3piece ﾚﾃﾞｨｰｽ 東郷町 冨田 真沙子 土井 桂子 冨田 真沙子 2



■3時間の部　　混合

No. チーム名（氏名） 居住地 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４ メンバー５ メンバー６ 最終案内送付先 人数

201 ｵｰｸ 名古屋市 中島 三智 中島 菜穂 中島 三智 2
202 ﾜｰｶｰﾋﾞｰ 知多市 滝川 祐 滝川 洋江 滝川 祐 2
203 ﾁｰﾑ鬼頭家 東浦町 鬼頭 美木 鬼頭 正広 鬼頭 美木 2
204 ﾗﾝﾅｳｪｲ 常滑市 大崎 純 大崎 義幸 大崎 純 2
205 ﾀｶﾕｷ 春日井市 太田 隆司 赤木 由紀 太田 隆司 2
206 △ﾐｻｲﾙ 三重県 根本 恵子 黒田 孝 根本 恵子 2
207 もっさんとおゆき みよし市 宮本 由季 常峯 基史 宮本 由季 2
208 Saint-Moritz 名古屋市 山森 育子 山森 英範 山森 育子 2
209 ｵｸﾑﾗ 岐阜県 奥村 光弘 小島 憲子 奥村 光弘 2
210 ふわっとﾁｰﾑ 豊橋市 浅野 貴生 浅野 ゆかり 浅野 貴生 2
211 ■よっしｰ子さん■ 岡崎市 磯谷 尚宏 磯谷 和恵 磯谷 尚宏 2
212 ｱｻﾞﾌﾞ会 みよし市 加藤 健詞 加藤 律子 加藤 健詞 2
213 山好き 刈谷市 金本 武夫 鈴木 良江 金本 武夫 2
214 なかよし 豊田市 真弓 智恵 真弓 浩二 真弓 智恵 2
215 河合利彦ﾍﾟｱ みよし市 河合 利彦 河合 知美 河合 利彦 2
216 TEAM898 東郷町 白馬 治郎 白馬 香保里 白馬 治郎 2
217 45degrees 名古屋市 余語 瑞紀 余語 令香 余語 瑞紀 2
218 ごっつぁんです！ 安城市 畔木 里美 後藤 明伸 内藤 裕子 畔木 里美 3
219 GOZIRA&GAIA 春日井市 出見 京子 吉良 裕代 松尾 隆浩 出見 京子 3
220 三人力 武豊町 酒井 博 永柳 悟 伊藤 夢乃 酒井 博 3
221 謎解き大好き 名古屋市 横山 憲司 西脇 僚 土居 理香子 横山 憲司 3
222 MYSS 東海市 谷口 里弥 今岡 もりゆき 奧山 由美子 永坂 里美 谷口 里弥 4
223 和さんと愉快な仲間たち 岡崎市 生駒 美香 伊藤 和祥 大塚 重治 黒野 智恵美 生駒 美香 4
224 3piece ｴﾝｼﾞｮｲ 東郷町 筧 健 金子 真理子 猪口 洋敏 鈴木 雅之 筧 健 4
225 team 明日は筋肉痛 美浜町 山中 信芳 山本 由紀子 岩本 照美 浜口 直美 伊藤 典子 山中 信芳 5
226 激辛ﾌﾗﾍﾟﾁｰﾉ みよし市 武井 美帆 武井 潤二 牛丸 波枝 野川 直美 彦山 正則 武井 美帆 5
227 みすﾗﾝ 岡崎市 梶田 晋平 井出 茉奈美 翠 健一郎 藤谷 浩司 宮元 豪一 梶田 晋平 5
228 三機ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 名古屋市 浜松 直樹 櫻本 晁生 川井 義信 高橋 望 宮川 隼斗 浜松 直樹 5
229 MOI 東郷町 森 貴子 森 弘治 森 仁美 織田 佳子 伊藤 裕斗 森 貴子 5
230 中和ﾌｧﾐﾘｰ 名古屋市 中嶋 元 横田 尚冶 濱野 葉月 田村 健太郎 倉橋 千夏子 加藤 園子 中嶋 元 6
231 はまや 名古屋市 浜崎 浩 浜崎 香奈恵 浜崎 浩 2
232 3piece ｲｹｲｹ 東郷町 中野 勝宏 武重 欽也 藤井 啓輔 中川 恵 中野 勝宏 4
233 まきのさんち 日進市 牧野 晃 牧野 しおみ 牧野 晃 2

■3時間の部　　ファミリーA
No. チーム名 居住地 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４ メンバー５ メンバー６ 最終案内送付先 人数

301 ﾁｰﾑ無量空処 岐阜県 寺澤 直樹 寺澤 和輝 寺澤 直樹 2
302 はるはな 名古屋市 樋山 邦治 樋山 陽 樋山 邦治 2
303 ｽｷﾞﾔﾏﾌｧﾐﾘｰ 日進市 杉山 洋平 杉山 実咲 杉山 洋平 2
304 りゆさｰ 豊田市 滝浪 彰 滝浪 恵 滝浪 さゆり 滝浪 彰 3
305 ゆうそう 静岡県 松原 吉紀 松原 侑紀 松原 颯太 松原 吉紀 3
306 すみっちょぐらし 静岡県 平戸 雅浩 平戸 園枝 平戸 清道 平戸 清雫 平戸 雅浩 4
307 ﾁｰﾑかなさんど～ 長久手市 今井 理沙 近堂 沙織 阿部田 はるか 阿部田 佳奈 今井 理沙 4
308 3piece 高田家 東郷町 高田 圭 高田 千尋 高田 圭 2
309 あつみさんち 豊田市 渥美 健夫 渥美 かおり 渥美 えま 渥美 健夫 3
310 浅井家 名古屋市 浅井 大 浅井 花帆 浅井 悠花 浅井 大 3

■3時間の部　　ファミリーB
No. チーム名 居住地 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４ メンバー５ メンバー６ 最終案内送付先 人数

401 TEAM SHIOJI 静岡県 小沢 直也 小沢 蒼生 小沢 直也 2
402 TEAM MIZUHO 静岡県 小沢 佳保里 小沢 佑奈 小沢 佳保里 2
403 ぽこそな 豊橋市 杉浦 嘉彦 杉浦 奏凪 杉浦 嘉彦 2
404 ﾚﾝﾚﾝれんた 長久手市 中島 真一 中島 蓮大郎 高橋 巧哉 中島 真一 3
405 竹内家 知多市 竹内 元一 竹内 琥珀 竹内 元一 2
406 3piece 角田家 東郷町 角田 綾 角田 伊吹絆 川口 龍也 角田 綾 3
407 Cool Wings 碧南市 水野 涼子 水野 翼 水野 涼子 2
408 あいず 半田市 相谷 延江 相谷 幸之介 相谷 延江 2


