
No. 部門 チーム名 住所 人数 コメント・意気込み

3101 男子 もくぱく 愛知県日進市 2 入賞目指して頑張ります！

3102 男子 45degrees 愛知県名古屋市 2 どうせなら楽しく迷おう明智の山

3103 男子 フォトホット 愛知県幡豆郡吉良町 2 表彰台にあがってみたいな～

3104 男子 ぼっしゅ 岐阜県瑞浪市 2 初参加です！がんばります！

3105 男子 寿司屋OLC_恵那支部 岐阜県恵那市 3 3回目の優勝目指して頑張ります

3106 男子 寿司屋OLC_三河支部 愛知県名古屋市 3 「頑張ります」

3107 男子 イムレ浪小僧 愛知県豊橋市 4

3108 男子 フォトロゲイニング愛好家 愛知県名古屋市 4 優勝目指して頑張ります！

3109 男子 一発屋 愛知県半田市 4 あなたの無念を晴らします。

3110 男子 タツシ with B 愛知県犬山市 4 最後まで愉しむ！

3111 男子 瀬戸YEG　チームS 愛知県長久手市 4 楽しみながら歩きます。

3112 男子 瀬戸YEG　チームM 岐阜県多治見市 4 ゆっくり歩きます。

3113 男子 イジカランナーズ 愛知県豊橋市 5 がんばります！

3201 女子 キヨ杉 愛知県名古屋市 2 女パワーを魅せるわ！！

3202 女子 チームえどや 愛知県岡崎市 2 初参加です。観光をメインに取り組みます。

3203 女子 KM3 愛知県豊田市 3 今年もお米がもらえるように頑張ります（笑）

3204 女子 チームヘタレ 愛知県名古屋市 4 がんばります

3205 女子 キラキラライト 岐阜県多治見市 4 優勝狙って頑張ります。

3206 女子 チームオサビ 静岡県浜松市 4

3207 女子 teamOKY 愛知県名古屋市 4 がんばります！

3208 女子 AKC28 岐阜県恵那市 4

3209 女子 ランチスクール 岐阜県恵那市 4

3301 混合 チームA 三重県四日市 2 がんばる

3302 混合 どんちゃん 岐阜県可児市 2 過去、4位が2回なので、そろそろ3位入賞目指します。

3303 混合 まなぶぅ 愛知県稲沢市 2 のんびり頑張ります

3304 混合 ヒロ&マキ 愛知県名古屋市 2 完走目指してがんばります

3305 混合 Wild pair 愛知県岡崎市 2

3306 混合 BANYAAS 愛知県犬山市 2 左脚ふくらはぎ肉離れ・ぎっくり腰の再発防止が最重要課題。

3307 混合 半分、黒い。 岐阜県中津川市 2 百歳オーバーのブラックなチームです！

3308 混合 temy 岐阜県各務原市 2 ベストをつくします！

3309 混合 やっちノッチ 愛知県岡崎市 2 フォトロゲ初参戦！楽しみます！

3310 混合 どんべえ 愛知県知立市 3 めざせ、方向音痴克服！

3311 混合 黄門ちゃま 岐阜県土岐市 3

3312 混合 エスワイン 岐阜県可児市 3 点数を沢山ゲットする！

3313 混合 チーム　女城主 岐阜県瑞浪市 3 天下獲るぞー！

3314 混合 チームうさかめ 静岡県菊川市 3 初フォトロゲイニングをエンジョイするぞ！

3315 混合 チーム海友 岐阜県岐阜市 3 頑張る

3316 混合 Run Bar Jack 愛知県名古屋市 4 初めてですので思いっきり楽しみたいと思います。

3317 混合 みのるのってるぜ！ 愛知県豊田市 4 点数も順位も気にせず、初めてのフォトロゲを満喫するぞ！

3318 混合 敦子と軽快な仲間達 愛知県一宮市 4 爽快に頑張ります。

3319 混合 ヤミ―とゆかいな仲間たち 愛知県半田市 4 参加する事に意義がある

3320 混合 ★チーム北★ 愛知県尾張旭市 5 大正村に参加3回目！がんばります！

3401 ファミリー 丸山親子 岐阜県恵那市 2 フォトロゲ初めて

3402 ファミリー 三引両 愛知県豊橋市 2 （今回参加できない兄ちゃんたちの分も含めて）入賞目指して頑張るぞ！

3403 ファミリー ＭｉｒａｃｌｅＡ 岐阜県恵那市 2

3404 ファミリー まったりくん 岐阜県恵那市 2

3405 ファミリー スマイル１１０３ 岐阜県恵那市 3 地元愛あふれるファミリーとして、今回も入賞を狙います！！

3406 ファミリー ラン・Run・ルー♪ 愛知県豊田市 3 楽しく走ってラン・Run・ルー♪

3407 ファミリー ハムちゃん 岐阜県恵那市 3

3408 ファミリー チーム羽根っこ1・2・3 愛知県岡崎市 3 新たなチーム編成です。下の子がどこまで頑張れるかがカギです。

3409 ファミリー スリーシダーズ 岐阜県恵那市 3

3410 ファミリー くらもとず 愛知県尾張旭市 4

3411 ファミリー くま～ず 岐阜県中津川市 4 家族で1日楽しみま～す！

3412 ファミリー いちふみ 富山県高岡市 4 今回は、時間内に戻ってきます。

3413 ファミリー ザキベル 愛知県名古屋市 4 家族全員で楽しむぞ！

3414 ファミリー ひなゆま 岐阜県恵那市 4 2回目の参加になります。順位はともかく家族で楽しみたいと思います。

3415 ファミリー チームミーコ 岐阜県恵那市 4

3416 ファミリー なべちゃんず 愛知県半田市 5 最後まで諦めずにゴールするぞ〜

3417 ファミリー こけもも 岐阜県恵那市 5

3418 ファミリー にゃんこファイターズ 岐阜県瑞浪市 5 初参加なので楽しみたいです。

3501 ベテラン チームゆうゆう 神奈川県横浜市 2 明智町は初訪問、楽しみながらがんばります。

3502 ベテラン チームM＆Ａ 岐阜県可児市 2 昨年に続いて2回目の参加。大正村を満喫したいと思います。

3503 ベテラン ぐりと愉快な仲間たち 岐阜県恵那市 2 おいしいビールのためにがんばる

3504 ベテラン えりっぺ 愛知県名古屋市 2 ゆっくり観光楽しみます。

3505 ベテラン Kazu@Touch 愛知県愛知郡東郷町 2 初参加です。楽しくフォトロゲで心身のリフレッシュするぞ！

3506 ベテラン 恵那の休日 愛知県清須市 2 今年こそ優勝するぞ！

3507 ベテラン asahi🌸 岐阜県多治見市 3 思いっきり楽しみまーす。

3508 ベテラン チームＫ＆Ｋ／Ｈ 愛知県一宮市 3 上位入賞

3509 ベテラン 802　G3 岐阜県加茂郡八百津町 3

オープン ソロ ばっちゃん 愛知県知多市 1

日本大正村フォトロゲイニング2018 in summer    3時間クラス エントリーリスト（5/31)　７０チーム　２１５名

※エントリー内容をご確認下さい。間違いがある場合はお手数ですがご連絡ください。


