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チーム名  代表者 メンバー2 メンバー3 
チーム＆メンバー紹介、メッセージ 

＋ほえるコメント 

ハリマッキー 女 吉川 由香 枝野 真紀  

前回ほえる cup 参加させていただき楽しませていただき

ました☆今回もやるよっ♪ 

（ほえるコメント）前回女子チーム 3 位、今年もぜひや

っちゃってくださいませ！！！ 

チーム栗鼠 女 手塚美佳 中村晶子  

よろしくお願いいたします 

（ほえるコメント）なんとお読みするチーム名か後でこ

っそり教えてください。実は強豪チーム。 

ずぅこちゃんとレイたん 女 逸見幸江 逸見はま子  

白い巨大犬のずぅこちゃんとレイたんのグランマとママ

のチームです。 

（ほえるコメント）ずぅこちゃんとレイたんはお留守番

なのですね！街ロゲ楽しんで頂けましたら幸いです♪ 

STM40+8 女 加藤 満 鳥居 裕子  

埼玉からはるばる？やってきました★よろしくお願いい

たします！ほえる CUP 楽しみにしてました！どうぞよろ

しくお願いいたします(*^▽^*) 

（ほえるコメント）ロゲを楽しませたら必ず上位に食い

込む強豪チームその１！寄り道報告お待ちしてます！ 

SNB46 女 蛯原万紀子 松倉七奈 斎藤静江 

静江の S、七奈の N、エビの B、で SNB46 です！（笑）ロ

ゲイニング会のアイドル？として盛り上げていきま～

す！ 

（ほえるコメント）ロゲを楽しませたら必ず上位に食い
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込む強豪チームその２です！ 

ゆるナビちゃんず 女 永石 千晴 奈良 布季子  

年数だけいっちょまえで、実力はゆるナビです。久しぶ

りのロゲ楽しみたいと思います🎶🎶 
（ほえるコメント）よっ、さすがベテランの風格！  

team 5.13a 女 笹川淳子 荻野恭子  

クライマーです。普段は岩を登ってます。 

（ほえるコメント）重たい荷物を担がせたら No.1の OMM

出場チーム。 

やぶこぎ隊女子部 女 中沢裕美子 末木博子  

ヤフシゲさん率いるやぶこぎ隊の女子部として参加させ

て頂きます。地図読みが未熟ですが頑張りたいと思いま

す。よろしくおねがいします！ 

（ほえるコメント）各ロゲ大会で上位をさらう強豪チー

ムです！ 

ラムミート Lovers 女 北村 葉子 飯田結子  

地図読みまだまだだけど、楽しく少しずつ成長したい！ 

（ほえるコメント）噂を聞きつけてのご参加ありがとう

ございます！私の地元多摩地方を楽しんで頂きたく！ぜ

ひぜひ！ 

リカとケイコ 女 高橋 惠子 田島 利佳  

とにかく頑張りまっす！電車に乗りたい…(ケイコ心の

叫び) 

（ほえるコメント）過去 2 回優勝チーム。公共の乗り物

には（タクシーと自転車以外）乗っても OK（笑） 
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おじゃりやれ 混 三田一英 新井奈美子 佐藤美喜子 

ｶﾞﾝﾊﾞﾘﾏｯｼｭ!୧(๑•̀⌄•́๑)૭✧ 

（ほえるコメント）常連おじゃりやれご参加ありがとう

ございます！！！心強し！ 

ハルカヨ 混 木村晴彦 木村佳代  

府中の街歩きとグルメポイント楽しませていただきまー

す！ 

（ほえるコメント）河岸段丘が作り出す風景、楽しんで

いただけましたら！（グルメももちろん） 

ロシナンテ 混 館野久之 館野美佳  

ケンカしないでゆるふわでがんばります。 

（ほえるコメント）常連ロシナンテご参加ありがとうご

ざいます！そうそう、ゆるふわでお願いします♪ 

TEAM文鳥飼いからの刺客 混 坂 祐次 鈴木 千史  鳥萌え仲間 

（ほえるコメント）そだね～♪ 

迷い兎 混 田中 健太郎 田中 悠  

夫婦でのんびり参加します。 

（ほえるコメント）マイペースで楽しんで頂けたら嬉し

いです♪ 

FOREVER38s 混 石井 尚久 野間 陽子  

戦略と戦術のなさを走力でカバーします！笑 

ほえる CUP初参戦で、とても楽しみにしております。 

(^O^)／ 

（ほえるコメント）巡航速度早いチーム。本番 1 週間前
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ゆえ、無理せず楽しんで下さいませ♪ 

チームふなち 混 船橋智 船橋由美子 船橋海南江 

5 時間は、初めてです！娘がどこまで頑張れるか！乞う

ご期待！ 

（ほえるコメント）当日がお天気で、かなえさんに楽し

んで頂けますように！ 

TEAM アヌー 混 森隆史 上口恭生 松下純子 

●ちょびん DRAC ロゲ部隊長 地図読み大好き 終わって

からの大盛りご飯 もっと好き 笑 

●まりぱ ウルトラローガンズ グイグイ攻めます チー

ムの司令塔 

●モモ ウルトラモモさん チームのダイナモ  

（ほえるコメント）ロゲ常連さんで結成のチーム。ぐい

ぐい行きそうですね！楽しみにしてます！ 

team 5.12a 混 成瀬貴俊 成瀬紗貴子  

山ヤです。普段は山を登ってます。 

（ほえるコメント）クライマー基礎体力ありありさんチ

ーム。どうぞよろしくお願いします！ 

2B&J 混 村田淳子 村田雅浩 方波見博之 

今年はお昼からお店で飲んだりしないぞ❗チーム名の

2B&Jはばぶぅ、バーミーの 2B&J 子の Jです 

（ほえるコメント）時間内に帰ってきて下さいませ～～

皆さんに私の生まれ育った地域を走り回って頂ける幸

せ！ 
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やぶこぎ隊 

府中スペシャル 
混 中野 重春 戸島 君枝 久保美華 

昨年は３０秒の遅刻。今年こそはっと懲りずにやって参

りました。 

（ほえるコメント）ノンノン遅刻ノンノン欲張りです！ 

やぶこぎ隊 2 混 石塚 吉男 橋本 明枝  

やぶこぎ隊の 2チーム目です 

（ほえるコメント）やぶこき府中スペシャルと違う動

き？に期待しております！ 

ドラミ 混 伊藤 祐二 野村 智恵子 小泉 幸枝 

ドラミちゃんを中心としてゆーじ君、ちーちゃんが盛り

上げるチームです♪ 

（ほえるコメント）コアトレ仲間チーム、楽しんでいっ

てくださいませ！ 

チーム カリフォルニア

便り 
男 坂倉 豊 藤沢 淳  

アメリカから帰国したての藤沢さんと、○○年前（遥か

昔。。。。）帰国した坂倉でチームを組みました.旧交を温め

つつ楽しんで走りたいと思いま～す。 

（ほえるコメント）ぜひ阿闍梨の息のあったところを見

せてください！ 

チームくりすけ 男 小長谷 秀明 湯川朋彦  

毎度出場させていただき、ありがとうございます。のん

びりと行きます。 

（ほえるコメント）常連チームくりすけ、ご参加ありが

とうございます！ひと味違う大人の楽しみ方に期待で

す！ 
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ウルトラ コイキング 男 土屋 裕一 土屋 岳遼  

今年もいっぱいがんばりまーす！開催ありがとうござい

ます！毎年僕も息子も楽しみにしています！ 

（ほえるコメント）毎年違うチーム名にムフムフします。

今年もよろしくお願いします♪ 

オールドマロン 男 古川 満 栗原 聖一  

思わぬ発見を楽しみにしております。 

（ほえるコメント）常連さんチーム、どのように攻めて

下さるか楽しみにしてます！ 

とれいるざんまい 男 束村 宏 杉山 眞之  

久しぶりのほえるカップ。ほえるに挑戦するぞ！ 

（ほえるコメント）とれいるざんまい来た！楽しみにし

ています～～～ 

コッヘル弁当 １号 男 髙橋 洋一 北畠 智博  

道端にしゃがみこんで地図広げ、さてどうしたもんかと

思案した、行き当たりばったりの日をもう一度 

（ほえるコメント）毎度ありがとうございます！コッヘ

ル弁当の楽しみ方には味わいがありますね～ 

コッヘル弁当２号 男 名和 慶顕 武田 哲明  

どうせ行くなら未知の道。誰も知らない峠に一人。ひね

くれ者の DNAが時を経て今蘇る。 

（ほえるコメント）ちょっと時代劇調？ 

チーム MOMO 男 内田 和樹 古茶 轄己  

チーム MOMO 再結成！(^^)頑張ります！ 

（ほえるコメント）意外な初出場強豪チームきました

ね！よろしくお願いします！ 
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＋ほえるコメント 

こわれもの 男 佐藤 剛 田村 展也  

2年の沈黙を破り、こわれものが暴れますガオーww 

（ほえるコメント）がおーーー！今年も暴れて頂くこと

を楽しみにしてます！ 

YTC の仲間たち 男 辻本健悟 石野 悠介  

職場の同僚コンビです。方向音痴なのでどこにたどり着

くか... 

（ほえるコメント）MOT 同期のエントリー嬉しうござい

ました YO！楽しんで下さいませね！ 

山猿 男 藤田 新二 古山 進  

チーム山猿から飲んだくれの 2 人がイベント後に美味し

いビールを飲むことを目的に参加します。 

（ほえるコメント）ぜひぜひ楽しんでいただけましたら

嬉しいです！ 

Teamラブスポ 男 笠原 健司 平石 儀丈  

ラブスポラン仲間です。楽しみです！！ 

（ほえるコメント）ロゲ常連さんとオリエンテーリング

のベテランがタッグを組んだチームです 

チーム日高市 男 柳下 大 平山 淳一  

埼玉県日高市からの参戦です。奥武蔵で鍛えた脚力で頑

張ります！ 

（ほえるコメント）昨年男性チーム優勝ペア。満足して

頂けるかどきどきです。 

マッチング 男 森田 次彦   （ほえるコメント）阿闍梨より参戦 

※マッチングは男性 2チームになる予定です 
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マッチング 男 芦田 広美   （ほえるコメント）阿闍梨より参戦 

マッチング 男 高広伯彦   （ほえるコメント）ハセツネクラブより参戦 

マッチング 男 佐藤 秋   （ほえるコメント）阿闍梨より参戦 

 

その他：Club阿闍梨スタッフ（福西、木村、山田、光瀬、中島、和田） 


