みんなでつなごうリレーフェスティバル2022
非公認の部
■200歳以上リレー（4×100mR）

エントリーリスト

※10月1日（土）

チーム名
1 98RUNNERS

意気込みコメント！
高校の同級生で時々皇居などをランニングをする仲間です。今日は全力疾走します！
高校時代の陸上部のリレーメンバーとマネージャーのチームです。

2 98RAC

40年近い付き合いで、ずっと仲良し、チームワークはバッチリです。関西と関東に離れて住んでおり、

3 TEAM300

4人一緒に練習することはできませんが、どこにも負けないチームワークでバトンを繋いでゴールしたいと思います。
練習最後に300mを走るおじさま達です。

4 世田谷アスレチックアカデミー

今年４月開講の「世田谷シニアアスレチックアカデミー」で知り合ったメンバーです。アカデミーが終わっても
自主練を重ねてきました。 200歳を大幅に上回っていますが、無事バトンが渡りますように！

5 チーム江北02瀬

チーム都立江北高校 陸上競技部OB会チーム。 総勢、数十名エントリーで軽く１０００歳超え！

6 五島列島 KIZUNA 1978

高校時代のリレーメンバーが、44年の時を超えて卒業以来初めての全員集合です！

7 チーム江北05れ

久しぶりに仲間が集まる機会を作ってくれた、リレフェスに感謝！

8 チーム江北01綾

おじさんチームですが、頑張ります！

9 K’s Surfride Family

シニアサーファーが陸でも波を繋ぐようにバトンを繋ぎます。

10 チーム江北03の

チーム名、謎が解けるかな？
1965年度生まれ東海大学&東女体大陸上部メンバーです。関東インカレでは国立の開門と同時に坂ダッシュして

11 わいわい倶楽部

場所取りをした仲間たち。 38年たった今も毎年会う仲良し陸上っ子の私たちが走れないけど
バトンを必ずつなぐ気持ちだけは負けずに想いをのせて走ります!
6時間耐久リレーマラソンに参加するために集結したメンバーは『笑顔で楽しく走る』をモットーにしています。

12 アリスの飛行船

13 It’s life

記録は気にしないけど、いざ走り出したら皆真剣になっています。
今までは襷をつないできたけど、今回は国立競技場てバトンを繋ぐ短距離に初挑戦します！
社会人大学同期で結成。国立競技場を走れるという話につられてノリでエントリーしてしまいました。
陸上はおろか運動習慣もないのでゴールに辿りつけるか心配ですが、一生に一度の経験を楽しみたいと思います。

14 なにわ団子チーム

関西出身のおっちゃん、おばちゃんが団子になって断固完走を目標に走ります！

15 チームO3(おっさん)

めざせ完走！ ゴールまでバトンを繋げます！

16 桐葉会陸上競技クラブ

チームは東京教育大学（現筑波大学）附属中・高陸上部OBでメンバーの合計309歳です。

17 サニースマイル

スポーツボランティアで知り合った仲間です。
年齢は合計200オーバーで若き頃の体力は無くとも、明るさと笑顔は負けません！

18 辛夷３２－B

高校の同窓生チームです。100mを怪我無く、楽しく駆け抜けます！ あの時の自分を追い越せ！

19 辛夷３２ーA

無理しない、怪我しない、だけど楽しく走る、をモットーに頑張ります！

20 酔っ払い研究所

お酒が大好きな華麗衆(カレイシュウ）４人です 明るく楽しく元気にバトンを繋ぎます

21 チーム江北04流

江北高校陸上部OBメンバー1985-1987卒
か 川尻さんをリーダーに

22 川尻会

23 ReVA復興ボランティアチーム上尾

わ

若い頃とは違うことを自覚して

じ

実力通りに安全第一で

り

リレーします

か

勝つ自信は全くないけど

い イベントを心から楽しみます
災害ボランティアチームを結成して１０年以上！
ReVA（リーバ）が爺婆（ジーバー）になりつつありますが、 老体にムチ打って走ります！
我々日比谷鉄棒倶楽部は、60年以上の歴史を持つ鉄棒を通じて良い年したおっちゃん、おばちゃん達が

24 日比谷鉄棒倶楽部

無邪気に戯れる集団です。 平日の昼休みを中心に日比谷公園の高鉄棒に集い日々トレーニングをしています。

25 Born to Run and Drink

足腰を鍛えるため公園内でダッシュなども練習してきた成果を存分に発揮したいと思います！
走るために、そして飲むために、生まれてきた俺達。明日への暴走と暴飲は望むところ。

26 府中アラ還カルテット

フルマラソンも走れば百名山も登ります。年には負けません。

27 翠嵐マスターズ

横浜翠嵐高校の陸上部のメンバーで構成されたチームです。
マスターズの大会での記録更新を目指して 日々練習しています。

28 ともと愉快な仲間たち

今年4人合わせて200歳になった記念に頑張って走ります

29 Schmitz Yoga

Yogaの先生と生徒

30 Spartan202

スパルタンレース、トレーニング好きの変態の集まりです！

31 シダーワン

上位を狙います！

32 O-ENCEオールド

まだまだ気持ちは20代

33 チーム川口

兄弟チームです

青森マスターズ陸上競技連盟の仲良し組です。
オリンピックが行われた新国立競技場で走りたくてエントリーしました。

怪我せず頑張ります?

元100m日本記録保持者＋元世界選手権(ヘルシンキ)400mR日本代表＋中学校教頭(陸上競技部顧問)＋
34 菜の花

この3人の恩師の先生(最長老)、実績と信頼のタッグマッチ---史上最強の200歳upカルテットで挑みます?

チーム名「菜の花」は4人が共有する陸上クラブです?
35 市ヶ尾高校 陸上競技部 OB会 歳に負けずに、明るく、楽しく、頑張ります〜
36 OTTOTTOTO JITTA

インスタントチーム 3分待ってください、完走しますから〜（笑）

37 走れ鶴じー

60秒は、切りたいな。

38 チーム高橋(仮)

おじいさん3人+おじさん1人で頑張ります！

39 早稲田大学競走部OB短距離チーム 新しい国立楽しみです♪
40 チームミツト

オジサン４人組ケガしないように頑張ります。

41 至誠ひの宿保育園

皆さんが元気で過ごせますように。
義母の思い出作りに参加してみることにしました。

42 おださがランナーズ

全員ものすごく遅いと思いますが、とにかく走ってみたいと思います。

■職場の同僚リレー（4×100mR）
チーム名

※10月1日（土）

意気込みコメント！

1 チームＪ

日本代表入り目指して頑張ります！

2 東京駅

気合いでバトン繋ぎます！

3 法明バズーカfeat.稚内のピアニスト 惜しくもメンバー漏れとなった彼の想いを背負い、全力で駆け抜けます！
4 LSフレッシャーズ

森さんの子分がんばります

5 デンソー大安

三重県にて活動中のチームです！

6 しなのすけAC

1年の活動休止を終え、しなのすけAC再始動致しました。ここから、世界に羽ばたきます！

7 KCJ

頑張ります

8 下赤塚セブンスターズシニア

最後にひと花咲かせたい！

9 ゴールドスミス

あなたが笑ってくれる、それだけが僕のAll my treasures！

10 チーム

同僚の力を合わせて頑張ります！

11 ココログラフ

SEO対策ならお任せを！ 社長と愉快な社員が頑張ってはりします！

12

登山地図GPSアプリYAMAPつながる倶楽部

私たちは、普段から登山地図GPSアプリYAMAPで鍛えた地図を読む力と山を登る力、
個人的に鍛えた空気を読まない力と仕事の山を登る力で、新国立競技場に新しいさわやかな風を吹かせます(≧∀≦)

13 4S南砂Workers

楽しみましょう。

14 オーエンス☆ヤングチーム

部署を超えてばとんを繋ぎます。

15 さばぎん

がんばります。

16 ヨシダ

心のバトンをつなぎます！

陸上競技部

17 振り返ればババがいる

ヤング１名、振り返ればババ３名！力を合わせて、無理せず、楽しく、がんばります！

18 越谷北中学校体育の先生

まだまだ生徒たちには負けないところを見せつけます！！

19 トライエス

感動はチャレンジからしか生まれない！

先輩と後輩がチーム一丸となってゴールを目指します！

20 チーム私も勉強になりました。 身体面・精神面の区別なくあらゆる角度から探ります。
21 チームよしだや

トムクルーズよしだを擁する死角なしの最強カルテットです。

22 国際医療センター

1

がんばります！

23 チームちー☆！

永遠の18歳。

24 Fujitsu Heart Beat RC (仮)

怪我しないように頑張ります！

25 JMDC

部署も世代も超えて繋ぐバトン、完走目指して頑張ります！

26 （ウチヤマ様 確認中）
27 Run & Eat

また牛宮城に行けますように・・・

28 （イケダ様 確認中）
29 （イケダ様 確認中）
30 （イケダ様 確認中）
31 （イケダ様 確認中）
32 （シミズ様 確認中）
33 Enjoy ! teams
34 チームげつりく
35

仕事も遊びも全てのことに「エンジョイ」してます！今日のリレーではどのチームよりも素晴らしい
バトンパスして見せます！！！ご覧なれ、我がチームを！！！
リレフェス掲載の月陸11月号は10月14日発売です！

「おはスタ」シン・

テレビ東京で放送中の「おはスタ」から来ました！おはガールです。

おはガールチーム

この10月から新しいチームになりました！チームワークを発揮していい走りができるように頑張ります！

■競技団体対抗リレー（4×100mR）
チーム名

※10月1日（土）

意気込みコメント！
年齢差、性差、ハンディキャップの有無にかかわらず誰もが楽しめるeスポーツ。

1 eスポーツ

JeSUはそうしたeスポーツを通して国民の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指し、

2 全日本アーチェリー連盟

これをもって国民の健康とともに、社会・経済の発展に寄与するべく活動しております。
アーチェリーの弓をバトンに持ち替えて、矢のように風をきって駆け抜けます！！

3 JOC

人間力なくして競技力向上なし！

4 日本陸上競技連盟

新たなステージへの挑戦！そして、新たな可能性への挑戦！

5 （調整中）
6 （調整中）

■スポンサー対抗リレー（4×100mR）
チーム名

※10月1日（土）

意気込みコメント！

1 伊藤超短波

リレフェスをきっかけに、色々な部署から集まりました。皆で力を合わせて、元気に走り切ります！

2 東武トップツアーズ

TOP目指して頑張ります！

3 アシックス

1位以外はいらない！！！！！！

4 大塚製薬

コンディションを整えて頑張ります・・

5 JAL

私たちJALグループは、各職場のスタッフがバトンを繋ぐように連携し、快適な空の旅を提供しています。全国から集まる仲間の「最高のバトンタッチ」にぜひご期待ください！さあ、国立競技場の空へ、Take Off！

6 NISHI

陸上競技専門メーカーのプライドを懸けて、全力で走り切ります！！！

7 デンカ

デンカの研究者の底力で頑張ります！

8 クリエイト

国立競技場で走れるなんてワクワクしています！笑顔で走り切れるように頑張ります！

9 JR東日本

今年は鉄道開業150周年。『はやぶさ』のように国立競技場を駆け抜けます！

10 JAAF

JAAFの威信にかけて、絶対に負けられません！

11 セレスポ

走ることが大好きなメンバーで夢の国立に挑みます！

10 サッポロビール

我がチームのリーダー、小池先輩の足を引っ張らないように現場一同、頑張ります！また、チームワークを発揮し、見事なバトンパスを見せたいと思います！

■部活動対抗リレー（4×100mR）
チーム名

※10月1日（土）

意気込みコメント！

1 あたゆき

がんばります

2 日立工場日立会山岳部１

山を愛する登山家集団です。アキレス腱を切らない様気を付けながら風を切って走ります！

3 チーム荏田

2015年和歌山インターハイ以来、バトンをつなぎます！ 7年ぶりのバトンパスに注目下さい！

4 チーム

走る姿が全てです！ 剣道の防具を全て身につけて走り切ってみせましょう！

KENDO

5 さいたま市立尾間木中学校

バトン技術はNO.1です。

6 日立工場日立会山岳部２

がんばります！

7 OHYA3

さいたま市立大谷中学校のメンバーで走ります！ 国立競技場でかっこいい姿を見せられるように練習してきました。応援よろしくお願いします★

8 OHYA2022

練習不足ですが、バトンを繋いでお母さんお父さんに日頃の感謝を伝えたいです！

9 明大スポーツ新聞部

国立競技場で走れる貴重な機会なので楽しんで頑張ります

■Reley For ALL（8×100mR）

※10月1日（土）

※個人申込の種目です。チームは、主催者で編成いたします。
申込代表者名

申込人数

1 田中 美智子

1名申込

2 林 裕也

1名申込

3 五十嵐 貴之

1名申込

4 山中 雄太

1名申込

5 稲垣 徹也

1名申込

6 高橋 義啓

1名申込

7 稲泉 佐戸志

1名申込

8 今村 れい子

1名申込

9 鳥家 大悟

1名申込

10 富田 奈津子

1名申込

11 富田 加奈子

1名申込

12 小田 憲一

1名申込

13 濱津 慎一郎

1名申込

14 伊藤 博人

1名申込

15 安部 晋吾

1名申込

16 半田 健二

1名申込

17 岡村 健佑

1名申込

18 三浦 朝良

1名申込

19 小田 雅起

1名申込

20 山口 和紀

1名申込

21 今泉 マミ

1名申込

22 伊原 理佳

2名申込

23 神戸 めぐみ

2名申込

24 片貝 夕起

2名申込

25 鈴木 眞澄

2名申込

26 醍醐 敦子

2名申込

27 大崎 修汰

2名申込

28 七尾 有恵

2名申込

29 木立 みゆき

2名申込

30 上野 里帆

2名申込

31 新海 悠貴

2名申込

32 栃窪 優花

3名申込

33 佐藤 恵美

3名申込

34 置塩 正剛

3名申込

35 長谷川 祐富子

4名申込

36 大木 雄矢

4名申込

37 雛元 泰子

4名申込

38 霜越 隼人

4名申込

■誰でもチャレンジリレー（4×100mR）
チーム名

※10月1日（土）

意気込みコメント！
中高陸上部に所属していた現在大学4年生のチームです！ 大学ではそれぞれ陸上と離れていましたが、

1 ちばっ子

大好きな仲間たちと当時のようにリレーをしたいという思いから参加させていただきます！

2 ちゃららら

悲しいことに現役の頃の体とは程遠いですが、全力でバトンを繋ぎます！
混成メンバーで楽しみます！

3 三十路s

30歳になっても子どもたちの為にパパがんばります！

4 東光高岳マラソン部

国立競技場で走れることを仲間と楽しみたいと思います。

5 蒼穹会 Team-末広食堂

学生時代、末広食堂の日替わり定食と、プラス100円のだし豆腐でタンパク質を補給し、大人になった人達です。

6 SRC誰でもAチーム

チーム一丸となって頑張ります！

7 SRC誰でもBチーム

チーム一丸となって走ります！
ベイキッズ横浜は神奈川県の横浜地区にて活動するジュニア世代の陸上クラブチームです！

8 ベイキッズ横浜

普段は指導者側の大学生コーチ4人で出場します。実はこの4人、みんな同じ高校の卒業生なんです。

9 EIFUKU.AC

今回はチームの小中学生にコーチ達はすごいんだぞという所を見せられるように頑張ります?
頑張りましょう。

10 チームTAKAGI
11 こめまる4
12 OB
13 チーム ほぼ250
14 志木高校
15 Runaways
16 ゴーイング・マリー号

怪我なく完走目指して頑張ります！
家族4人のチームです！ オリンピックで見ていた国立競技場のトラックで走ってみたいと思い参加しました。
力を合わせて頑張ります！
頑張ります
84歳の父をリーダーに、身内でメンバーを揃えてみました。トータル249歳。
元気に楽しくバトンをつなぎゴールを目指します。応援よろしくお願いします。
全力でがんばります！
家庭（Home）から逃げ出し、アウェイ(Away)でもホーム(Home)だと思って国立走ります！
Run away！！！
婚活王に!!!おれはなる!!!(by佐々木、27歳男性)

17 バトン、受け取っていただけますか？ 敗北を知りたい
18 湘南陸部３代リレー
19 大月ACL

かつて一緒に汗を流した先輩、後輩がバトンを繋ぎます！
15年ほど前の日清全国小学生陸上に山梨県代表として出場したリレーメンバーで走ります。
社会人になって会うことは少ないですが昔を思い出して頑張ります！大月ACに感謝?♂
️なべさん祝定年退職

20 そたくんTV

スポーツの力を世界へ！！

21 掛川陸上

全中の出場権をのがしたので、リベンジします。

22 チャレンジャーズ

国立競技場で走る事が出来るということで 楽しく、思い出に残るよう頑張りたいです！

もちろんやるからには全力で！
23 栃木・石橋中学校陸上競技部（女子） 1、2年生で来年に向けて頑張っています。
24 栃木・石橋中学校陸上競技部（男子） 1、2年生で来年に向けて頑張っています。
25 石垣島アスリートクラブB

南の島で小さい頃から一緒に走ってきた仲間と一緒に 国立競技場で自分たちの限界に挑戦します!!

26 石垣島アスリートクラブA

南の島で小さい頃から一緒に走ってきた仲間と一緒に 国立競技場で自分たちの限界に挑戦します!!
学校をまたいだ友情、絆を思う存分発揮して最高のリレーにします。

27 青学かも

選手の中には長距離をメインでやっている人もいるので新しい挑戦としてリレーに参加します！

28 チームGウホウホ

誰でもチャレンジリレーを全力でたのしみたいです！
親分に届けるレース。目立てるように頑張ります！

29 元リード

同じ会社の同僚だったメンバーが、それぞれの道に進んでも、世界陸上は一緒に観る！
4継、マイルに熱狂する！今度は自分たちが、新国立で走れるなんて！最高です！

30 CORRER１

よろしくお願い致します。

31 CORRER２

よろしくお願い致します。

32 CORRER３

よろしくお願い致します。

33 AmBeetious

怪我しない程度に頑張ります

34 ドウシタチワAC

我がチームのマネージャーが名付け親です。 ドウシタチワー！1！2！3！

35 REMIX.AC Sr

走れるお父さん達です。 怪我しないにようにベストを尽くします。

36 早く打ち上げ行き隊

気持ちだけは現役時代のまま、身体はすっかりアラサーの４人に乞うご期待！

37 REMIXAC.jr

よろしくお願いします！

38 チームアオタケ

歴史を刻みにやってきました！笑

39 おおさと

アンカーの長男以外は走り切れるか不安ですが国立競技場で走れる喜びを噛み締めて、
家族でバトンを繋ぎたいと思います☺️

40 青天の霹靂

この四人が集まったのはまさに奇跡！ 楽しみながらも勝負魂満々で皆さんを魅了致します！

41 Decks

歳をとっても同級生集まって全力で走るぞー‼
️

42 ウサギとカメ
43 楽しくrunrun♡
44 離れない肉

中3の陸上選手チームです！ 現在は陸上部を引退して、受験生として勉強を頑張っています。
中学最後の思い出として最高のレースをしたいです。 絶対優勝するので期待していて下さい！
アキレス腱切らないように楽しく走ります！
まさか引退してから、また陸部同期とリレーで走れる機会があるなんて思わなかったわ。
2カ月間の研鑽を経て、4継で現役時の400mの記録を越えられるか！？！？

45 掛川RC

中学最後の大会 憧れの国立で精一杯頑張ります！

46 荻山ファミリー（仮）

（仮）

47 Saddle Lickers

アンカーは上りに強い選手なので、そこまで大きく離されずに1分差で持っていくことができれば
逆転は可能だと考えております。
1走 長距離、2走 十種、3走 ハンマー投、4走 やり投げのごちゃ混ぜ陸上部チームです！

48 Gooseas

普段は4継の100倍の距離を走る人から、走る暇があったらウエイトしたい人まで個性豊かなメンバーで、

49 For the Fast time

オリンピック目指します?
ほぼ初対面の集まりだけど勝ちには全力です！！

50 爆裂小僧

青森出身4人組が東京で爆走します！

51 ともりんと愉快な朝霞の仲間たち

朝霞で結成し、4年目を迎えました！ 気づけば学生終わってましたが、気持ちはまだまだ学生です！
現役の頃のキレはないですが、溜まりに溜まったバネをご覧下さい！

52 ACKITAmixed

色々な環境下で走っているメンバーの混成チームです。 全員の息を合わせたバトンワークで走り切ります。

53 ACKITAmiddle

３０歳以上のどこでも中間にあたるミドル世代のメンバーです。 Z世代の記録を目指して頑張ります。

54 ACKITA・Z

Z世代と言われるメンバーで組みました。 東京オリンピック本番だと思って爆走します！

55 タイフーン

最後まで全力で繋げて走り切るぞ！
東京オリンピックの都市ボランティアメンバーで毎月第２日曜日の午後2時から

56 TEAM2020

国立競技場周辺の美化活動をしております。老若男女楽しんで清掃活動をしております❗️

57 りっつ❤️

都市ボランティアの皆さん、私たちと一緒に楽しい活動に参加いたしませんか⁉
️
高校時代の陸上部同期です。10年ぶりに走ります！！！！

58 市川HSOB

旧国立競技場でも同じメンバーで走りました！
東京2020オリンピックパラリンピックで、ボランティア活動したメンバーで集まりました。

59 Team FORWARD

60 おチーム

オリパラは終わってしまいましたが、前向きにボランティア活動を継続して行くと言う意味で
チーム名を決めました。 よろしくお願いします。(^｡^)／
上品におバトンを繋ぎます！ 1走はダイビングが得意です！
2走はマラソンが得意です！ 3走はTOEICが得意です！ 4走はガチ10秒台です！

61 根性丸AC

卍社会人1年目卍

62 オヤジーズJAPAN代表

友情

63 運動不足
64 走りの学校
65 まだまだ元気なシニアチーム
66 6時9時

努力

勝利 強敵（とも）よ、力を合わせて戦おう

この日のために静岡と広島からメンバーを招集しました。
あの頃は結構速かったメンバーと元マネージャーの4人で走ります！
一般人の、一般人による、一般人の星となるチーム。
私たちは陸上競技において、一般人の代表として このレースでバトンを繋ぎます。vamos!
22人の孫がいるおじいちゃんおばあちゃんと、とても仲のいい元気なお友達のチームです。
最高齢は92歳。まだまだ若い者には負けないぞ！笑顔が可愛いシニアチームです。
朝活してます。
顧問の先生は東京オリンピック・パラリンピックの競技役員をしました。

67 宮崎住吉中陸上部

「毎日が感動だった」との話を聞いて、私たちもこの国立競技場で走ってみたい!!

68 アジャコング

と思い参加しました。友情の金メダルを目指して頑張ります。
スピードが速い

69 ちょっと走り隊

私たち『ちょっと走り隊』は、ちょっと走りたい4人が集まったチームです！
どのチームよりもちょっと走りたい気持ちだけは負けません！

70 チーム江北08に

チーム江北現役メンバー② 先輩方の伝統をバトンで繋ぎます！

71 チーム江北07豊

チーム江北の現役メンバー① 先輩方からの伝統をバトンで繋ぎます！

72 チーム江北06は

チーム江北OBヤングメンバー。 伝統をバトンで繋ぎます！

73 もともと基町

74 医療従事者どんぶらこ

広島市立基町高校陸上部65〜67期生の3世代4人による約10年ぶりのバトンパス。
怪我無く最後までつなげられるように頑張ります！
走るのがでぇれぇ好きなんよ！！ 岡山から流れてきた4人衆！！
桃太郎(松本)からきび団子(バトン)もらい犬(大木)サル(高木)キジ(有森)でコロナ退治いくでぇ！！
パワフルな走りでコロナやこ吹き飛ばすんじゃ〜〜〜！！！！！！

75 大宮西

我ら医療従事者の走り見とかんとおえんで！！！！！！！！！！！
旧大宮西高卒、陸上部出身の4人組です。 ガチでいきます！

76 早いの外人

ぐんばって

77 静岡人

昔は走れてました。昔は。

78 いだてんくらぶ スペード

いだてんくらぶ

79

blue goat

静岡県三島市のWebマーケティング制作会社です。

(ブルーゴート)

どんな小さな悩みでも、ご気軽にご相談ください。 社長が楽しんで走ります！！！

80 DQ*R1

1人は高校からの陸上人生スタートでインハイ優勝目指してます

81 東京海上日動キャリアサービス よろしくお願いします。
82 みみりんRunクラブ
83 ハピネスA.C

リーダーの本格的デビューを目指し、仲間が立ち上がりました！
先ずは100mから！

ファイト！！

オリンピックが開催された国立競技場で思い切り走ります。

84 ヘアーサロンカメイと仲間たち ゆとしがアンカーでチームを盛り上げます！

85 ファミリー

力をあわせて頑張ります

86 平楽

もう一度、陸上競技頑張ります。

87 九段中等教陸上競技部

抜群のチームワークと完璧なバトンパスで独走します！

88 いだてんくらぶ

いだてんくらぶ

エース

89 LOVERSSPORTS

2019年度小学生全国リレーランキング2位

90 STPL OG

怪我をしないように頑張ります！

91

92

高田高校校友会
東京支部チーム「妙高」

新潟県立高田高校校友会東京支部の選抜チームです。 再来年の令和6年に迎える母校創立150周年記念行事に
勢いをつけるべく、校是「第一義」の精神を胸に、OBOG一丸となって「夢の舞台・国立」を楽しみながら
校友の絆を繋ぐレースを披露します。心ひとつに、応援よろしくお願いいたします！
新潟県立高田高校校友会東京支部の現役学生と社会人の世代混合チームです。

高田高校校友会

再来年の令和6年に迎える母校創立150周年記念行事に勢いをつけるべく、校是「第一義」の精神を胸に、

東京支部チーム「火打」

OBOG一丸となって「夢の舞台・国立」を楽しみながら校友の絆を繋ぐレースを披露します。
心ひとつに、応援よろしくお願いいたします！
新潟県立高田高校校友会東京支部の老若男女の「ゆるーい」チームです。 再来年の令和6年に迎える母校

93

高田高校校友会

創立150周年記念行事に勢いをつけるべく、校是「第一義」の精神を胸に、OBOG一丸となって

東京支部チーム「第一義」

「夢の舞台・国立」を楽しみながら校友の絆を繋ぐレースを披露します。

94 OHYA
95 スタジアムカフェ
96 OHYA2
97 坂藤丸

心ひとつに、応援よろしくお願いいたします！
さいたま市立大谷中学校陸上部の選抜メンバーで走ります。目指せ！45秒台！大好きなメンバー
大好きな陸上と一緒に3年間過ごしてきました。その集大成、絶対国立競技場にまた戻ってきます！！
ランチと休憩は日本青年館1階のスタジアムカフェへ！！肉汁たっぷりの本格派バーガーとじっくり作りあげた
自家製レモネードが待ってます！！国立競技場の外苑前駅側出口からすぐです！！
さいたま市立大谷中学校陸上部です。 先輩たちに負けないように毎日練習を頑張っています。
国立競技場で走れるなんて夢のようです。 楽しんで自己ベスト出すぞー！
天才プログラマー、伊豆の蕎麦打ち名人、気が利く後輩、7ヶ月ラストランの愉快な仲間達でバトンを繋ぎます。
チーム名になったひもの屋の息子は仕事で欠席です。ママしっかり動画撮ってね。

98 キューピー軍団

楽しく走ります

99 ショータイム

アラフォーのおじさんず、頑張ります❗️

100 富士吉田ジュニアアスリートクラブ 陸上日本代表 合宿の聖地から 子ども達と世界へ
101 S.C.Monster

私たちのチームは陸上、サッカー、レスリングなど様々な競技をしている者が集まってできたチームです。
チームとしてイベントに参加するのは初めてですが、優勝を目指して頑張りたいと思います！

102 ユーチュー部JAPAN

（後日情報公開予定）

103 明スポ71代競走部担当

１着ら〜。ぜひ号外手に取ってください！！

104 城西大城西高

（確認中）

■小学生リレー

※10月2日（日）

チーム名

意気込みコメント！

1 SRC小学生Dチーム

チーム一丸となって走ります！

2 SRC小学生Cチーム

チーム一丸となって走ります！

3 SRC小学生Bチーム

チーム一丸となって走ります！

4 SRC小学生Aチーム

チーム一丸となって走ります！

5 れいぴー

走るの大好き４人組。頑張ります。

6 中津川ジュニア陸上クラブ

岐阜県中津川市の小学生陸上クラブ、6年生の仲良し4人組です。

7 そうたく☆りのはる

従兄弟同士の団結力で頑張ります！

8 RUN.jp女子A

全国大会にリレーで出場しています。

9 RUN.jp男子E

全国大会出場チームです。

10 RUN.jp男子D

全国大会出場チームです。
小学2年生から6年生まで幅広い学年で構成されたチームです。

11 プラスラン

全力でバトンをつないで最後まであきらめず頑張ります！

12 RUN.jp男子C

全国大会出場チームです。

13 RUN.jp男子B

全国大会出場チームです。
足の速さは才能じゃない！走りの学校の和田賢一の「和田式スプリント」を伝授された子供たちが

14 走りの学校

東西日本から集まりました！！！！才能ではなく努力で磨かれた走りをご覧下さい！ 「Vamos! Amigos!!」
去年、幼稚園でかけっこトップ4だったメンバーでのドリームチームです。

15 超イナズマBUDDY

みんな違う小学校の一年生になりましたが、この機会にまたみんなで集まることができました！

16 RUN.jp男子A

楽しく元気に、そしてイナズマのように超速く走ります！
全国大会出場チームです。

17 RUN.jp女子B

全国大会出場チームです。

18 城東12 (第二世代)

がんばります！

19 たかはまジュニア陸上クラブA 全力パワーでがんばります！
20 たかはまジュニア陸上クラブB ベストを尽くしてがんばります！
21 新座陸協Ｅ

埼玉県新座市で活動しているクラブです。憧れの国立で楽しく全力で走ります。

22 新座陸協A

埼玉県新座市で活動しているクラブです。憧れの国立で楽しく全力で走ります。

23 新座陸協Ｄ

埼玉県新座市で活動しているクラブです。憧れの国立で楽しく全力で走ります。

24 新座陸協Ｃ

埼玉県新座市で活動しているクラブです。憧れの国立で楽しく全力で走ります。

25 やればできる？？

よろしくお願いします

26 新座陸協Ｂ

埼玉県新座市で活動しているクラブです。憧れの国立で楽しく全力で走ります。

27 野田ジュニア陸上クラブ

走ることが大好きな仲良し４人組です。
東京オリンピックが開催された国立競技場でも楽しく走りたいと思います！

28 HappinessAC

神奈川県秦野市・海老名市・大和市・藤沢市で活動する陸上クラブです。

29 アカデミーJr

いつも明るい笑顔の絶えない元気なチームです。

30 史上最強4年チーム

港区白金の丘小のエースメンバーが走ります！！

31 いだてんくらぶ

ハート

いだてんくらぶ

32 いだてんくらぶ

ダイヤ

いだてんくらぶ

33 いだてんくらぶ

クラブ

いだてんくらぶ

34 スポーツマジックA

陸上大好きな小学生女子です。 金メダルを目指して、一生懸命頑張ります。

35 チーム1年生

幼稚園のわんぱく組大集合！

36 四ツ谷ジュニア

全力で頑張ります！

37 #繋ごうバトン Aチーム

我らが爆走ジュニア軍団！ 明るい未来に向かって、そして仲間の為にバトンを繋ぎます！

38 #繋ごうバトン Bチーム

我らが爆走ジュニア軍団！ 明るい未来に向かって、そして仲間の為にバトンを繋ぎます。

39 ノリノリエボリューション

Evolutioの小3男子で結成しました。 仲間でありライバル4人でバトンをつなぎます

40 チーム

FUTABA

1歳からずっと一緒に成長してきた4人。
別々の小学校に進むことになったけど、今回のリレーで再集結。つなごう双葉のバトン！！

41 チーム川陸5年

がんばります！

42 神栖JAC

普段の練習は短長跳躍と種目がバラバラな4人ですが、チームワークでがんばります★

43 NYRH

未来のオリンピック金メダルメンバー

44 アカデミーJr

B

陸上教室（クラブ）からの申込み（2チーム目）

45 アカデミーJr

C

陸上教室の仲間です。

46 アスとれ

U12

国立でSPRINT！楽しみます！

47 ぴっかぴか

別々の小学校でも仲良し！ 幼稚園の同級生とそのお友だちと一緒に走ります！！

48 ファルコン・フォー

ウサイン・ボルト選手のように速く、楽しく、走ります。
クラブ創設20周年記念事業の一環として申込みました。 これまで埼玉県代表選手だけでなく

49 上尾ジュニア陸上クラブ

昨年開催された東京オリンピックの男子4×400ｍリレーの選手として出場した鈴木碧斗（東洋大）
の基礎を築き築いたクラブです。 そのクラブの代表選手として出場することにしました。

クラブ創設20周年記念事業の一環として申込みました。設立時は僅か17名の小学生が集まって
活動を始めた陸上クラブです。そのクラブも今では120名以上のクラブ員で組織するクラブとなりました。
50 上尾ジュニア陸上クラブ

この20年間に多数の埼玉県代表選手を輩出しただけでなく、昨年この国立競技場で開催された
東京オリンピックの男子4×400ｍリレーに出場した鈴木碧斗（東洋大）の基礎を築いたクラブです。

51 ICHII Besties 2022
52 ランナーズハイ

そのクラブの代表選手として全力でバトンを繋いでクラブ記録の51秒91に挑戦します。
仲の良さならどのチームにも負けないぞ！
宮城県仙台市で活動する陸上クラブです。日清カップ全国大会に向けて練習してきた絆メンバーです。
今日参加出来なかった、仙台で待つ仲間2人の分も楽しんで走りたいと思います🎶

■【競歩日本代表ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ】ウォーキングリレー
チーム名

※10月2日（日）

意気込みコメント！
次世代を担う競歩選手達が集結しました。チームを率いるは、東京五輪20km競歩日本代表の高橋英輝選手。

1 フレッシュRace walker

メンバーは、オレゴン世界選手権20km競歩で8位入賞の住所大翔。

2 チームおおた

オレゴン世界選手権35km競歩9位の野田明宏。世界チーム競歩選手権10位の高橋和生。
一生懸命歩きます！

3 山梨学院大学競歩OB
4 明大競歩

元競歩日本代表藤澤勇さんノンプロデュース、藤澤勇さんの母校である山梨学院大学競歩OBのチームです。
山梨学院の名前を再び背負い現役学生に負けない歩きを国立競技場で見せます。
走りたくなる思いをグッとこらえ、最後の1歩まで競歩のルールを守って、歩き切ります。
リオ五輪で日本競歩史上初の銅メダル獲得を果たした荒井広宙、北京世界選手権50km競歩銅メダルの谷井考行、

5 頭文字TMFAYD

ロンドン五輪50km競歩7位の森岡絋一朗、競歩界一の潜在能力を持つと言われた吉田琢哉。

6 ウォーキング療法士

マネージャーの藤澤勇。チーム名は、全員の苗字の頭文字から取りました。
全力で楽しみます！！
この大会に出場する事を決めて友達に声をかけて、友達の友達に繋がり、またその友達の友達に繋がった

7 circle of friends and kizuna ４人で出場する事になり、当日に初めて会う友達の友達。これに出なければ会うことの無かった友達。
バトンをつなぐ絆。大切にしたいです。
箱根駅伝のコース10区間を、1年毎に1区間、年末行事として、10年かけて走り納めた実績があります。
8 蒲娘。

歳を重ねるごとに体力低下、今はウォーキングが主で、私たちにピッタリの大会です♡
当日は、胡散臭いプロ顔負けのユニフォームで挑みます！
足立区のスペシャルクライフコートで活動する「うんどうあそび教室」と、都内・横浜で

9 サクラユナイテッドα

「ウォーキングフットボール+α」を掲げて活動する「ウォーキング・サッカー・イン・ザ・サイレンス」との、
合同チームです。ウォーキングフットボールも含めて「みんなで一緒に、楽しく遊ぶ」という、
気持ちを大切にしています。
『世界選手権や五輪でともに女子競歩界を代表し世界に挑戦してきた仲間達でチームを結成しました。

10 フォルトゥーナ

11 おながの会
12 東洋大学OB
13 KC横浜総務課
14 夢見る歩
15 東大OB

古代ローマより語られる運命の女神「フォルトゥーナ」をチーム名とし、
強い女性アスリートであり続けたいという想いをバトンで繋ぎます。』
日頃はウォーキングや書道を楽しんでいます。国立競技場でイベントを観戦したことはありますが、
トラックでウォーキングリレーを体験してみたいと思いました。
東洋大学OBの競歩選手達が集結！！リオ五輪20km競歩7位の松永大介。東京五輪20km競歩銀メダルの
池田向希。オレゴン世界選手権35km競歩銀メダルの川野将虎。そして、シークレットウォーカーとは！？
脳梗塞から復帰したおじさんプロデュースで、20代、30代、40代、50代の各世代代表選手として、
ウォーキングリレーを通して仕事、人生のバトンを渡していく姿をアピールします！
楽しく歩きたい人々
アピールポイント; そこそこのPB 懸念点; PBが現在の力量を反映してない（ ; ; ）
ひとこと; 久々に歩きます！

16 SHOIN OB RACE WALKING TEAM

38年前に松陰で競歩をしていたメンバーと先輩のご子息の歳の差チームです。
怪我しないように頑張ります。

17 JTTA★ピンポンズ1号

国立競技場のフィールドを歩ける貴重な機会♪ 楽しくバトンを繋いでゴールを目指して歩きます！

18 JTTA★ピンポンズ2号

国立競技場を気持ち良く歩き、仲良くバトンを繋いで最高の思い出にします！
高校時代に県内で一緒に陸上をやっていたメンバーで応募しました。 世界陸上などでいつも代表の皆さんを

19 5000w党

テレビで応援しています。 そして、その度にまた全力で"歩きたい"といつも思っていました！！
当日、新国立競技場で全力で歩けること楽しみにしております。
トラックトーキョーランニングクラブの主婦ランレッスンで出会った仲間です。 ガチのランナーではなく、

20 ゆる高尾山

FUN RUNやリレーマラソンなどのランイベントをこよなく愛するゆるランナーです。

21 チームベア

皆で、ゆる〜く高尾山に登るのが大好きなのがチーム名の由来です、
少しでも盛り上げられるように頑張ります！ 楽しんで歩きます♪

22 ハイロウブス

3世代で参加させていただきます。

23 アスとれ総合型クラブ

国立競技場を満喫します！
家族で参加します！父母は国立競技場のトラックに立てるとは思っていなかったので

24 元気いっぱい！

今回この機会に参加できて嬉しいです！チーム名は息子が決めました。

25 OTTシニア部

チーム名らしく元気いっぱい頑張ります！
競歩大好き集団です

26

人生120年時代を健康に美しく生き抜くために日頃から頑張って歩きます！目指せ天下統一

歩いてオートファジー効かせて若返るぞ

個性溢れるメンバーでバトンを繋ぎます
27 トムーンスとチムドンドンな仲間たち 80歳までホノルルマラソン完歩を目指します
28 パリ代表

私達のウォーキングをとくとご覧あれ！！
パリの悲劇から20年。フィニッシュ目指します

29 楽しい仲間

みんなで楽しく競歩リレーしましょう

30 ジョルディファミリア

究極の歩行動作「競歩」で国立競技場を歩き抜けましょう

31 Supernova

競歩日本代表PD「ウォーキングリレー」にご参加頂きありがとうございます。
この種目発案者の藤沢勇が入るチームです最高に楽しいイベントにするので楽しみにしていてください

32 まだまだこれからチーム

いつかまたここに立てるよう、国立の感触を刻み込みながら歩きます

33 バトンをつなげ！

今日、この経験をたくさんの方に話したい！

34 team二連覇

皆さんと楽しくリレーをしてバトンをゴールまで届けたいと思います！

35 ユーチュー部JAPAN

（後日情報掲載予定）

■【TWOLAPSﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ】4×TWOLAPSリレー
チーム名

※10月2日（日）

意気込みコメント！

1 スンダイズ・シリウス

アラフォーパワーで、スタジアムで一番輝く走りをします！

2 JTF

上位目指して頑張ります！ 怪我しないように気をつけます！ みんなで楽しく走ります！

3 志木高校

目標は完走です。がんばります。

4 ミニオンズ

大学時代の友達で、低身長の集いです。ベスト尽くしで頑張ります。

5 岡崎城西高校

800mは面白い！

6 朝霞高校陸上競技部中長Bチーム どきどき大作戦！
7 朝霞高校陸上競技部中長A

わくわく大作戦！！
都内と横浜でインクルーシブスポーツ活動をしている「うんどうあそび教室」と「ウォーキング・サッカー・

8 サクラユナイテッド(β)

イン・ザ・サイレンス」連合チームです。4×TWOLAPSとウォーキングリレーに２チームエントリーします。

9 孤高のすね毛

胸に「サクラ」エンブレムの入った揃いユニフォームを着ていますので、お声かけてください。
いい感じに走ります

10 チーム上野feat.進藤FM

陸上競技の聖地で醜態を晒さないように頑張ります！ 頑張れタイトルホルダー！！

11 Teamとうきび

一瞬一秒を噛み締めながらバトンを繋ぎます。

12 G-tec

武蔵野市拠点の中距離メインのチーム

13 あやちゃんとゆかいな仲間たち 800mという未知の世界を楽しんで、バトンをつなぎます！
我らはクレイジー一味！世界一のランナーを目指す『くれいじーかろ』さんの一味です！

14 くれいじー一味

日頃の練習の成果をこの国立競技場で発揮します！ くれいじー！！！
川崎フロンターレのサポーターで結成しました！

15 フロサポ駅伝部

OTTで知り合ったサポーター同士で結成しました！

16 Jサポ連合

17

チームスローガンは「楽しく！全力！」

いつもはタスキですが、今回はバトンを繋ぎます。800m走り切るぞー！
応援するチームは違っても、走ることを楽しむ気持ちは同じ！ 楽しみまくります！
いつもありがとうございます。 スペシャルオリンピックス日本・埼玉の陸上アスリート＆コーチで

SON埼玉・陸上 TOKYO 2020聖火ランナー

参加させて頂きます。 メンバー全員 TOKYO 2020 の聖火ランナーです。

18 ゴールズ

私たちは障がいに負けることなく精一杯、力を出して最後まで走りぬきます。
初めましてのメンバーもいますが、国立で走れること楽しみます！

19 82年会

30歳台最後と40歳台最初のメンバーで頑張ります

20 SNE☆RC

いつもは駅伝でみんなで走ってますが、twolapsで新国立の風になりますよ

21 スンダイズ・ライジング

22 大竹と愉快な仲間たち

23 Track Town JPN TOKYO CHIBA

No.1のタイムではなく、気持ちいい走りを目指します。
日の出のように、ミドルエイジの希望となれるよう頑張ります。あー、楽しみだー
大学時代を共に過ごした仲間たち。 大学卒業から10年。短距離、跳躍、投擲、長距離とそれぞれ専門種目は
異なるが陸上への愛と友情は何年経っても変わらない。 1走は圧倒的支配者おーたけ 2走は社会に出て
28kg太ったざっきー 3走は某中古本販売チェーン支配人のがーみー 4走は三津家くんとコラボしたゆーたろー
肉離れせず走ること、どのチームよりもどの30代よりも楽しむことを目標に完走目指します！
podcastのtrack town jpnをきっかけにつながった４名で走ります！
速さは度外視！新国立競技場を楽しみ尽くします！
中距離プロアスリートチーム・SHARKSを応援してます！！走力は負けても、

24 SHARKS 応援隊

SHARKSを応援する気持ちは誰にも負けません！！SHARKS 応援隊として、4人で力を合わせて頑張ります！！

25 KNGS

元実業団ランナーでテームを構成しました。 １〜３年前に引退しました。

26

中距離プロアスリートチーム・SHARKSを応援してます！！

TEAM SHARKS Jr. & DREAMエンジョイ②

27 #shimo部

shimo部の名にかけて全力で走りきります！

28 東海大高輪台高校Ａ
29 東海大高輪台高校B
30 東海大高輪台中高

800の自己記録が1分56秒、1分57秒、1分58秒、1分58秒の選手たちです。よろしくお願いします。
東海大高輪台高校、陸上競技部の中距離Bチームです。
800の自己記録が1分59秒、2分00秒、2分00秒、2分07秒の選手たちです。よろしくお願いします。
東海大高輪台高校・中等部、陸上競技部の中距離男女中高合同チームです。よろしくお願いします。

31 TEAM SHARKS Jr. & DREAM ガチ

32 東大阪大学敬愛高等学校

33

東海大高輪台高校、陸上競技部の中距離Ａチームです。

TEAM SHARKS Jr.&DREAM エンジョイ①

34 つちざっぷ

阿見AC SHARKS Jr & DREAMのコーチ・メンバーでの参戦です。
中距離をこよなく愛するメンバーで頑張ります。
今大会は非公認ですが、日本高校新記録を狙って走りたいと思っています。
国立競技場で走れる機会や４×８００ｍＲの大会が貴重なので少しでも日本高校記録更新に近づけるように
チーム全員で精一杯頑張りたいと思います。 応援宜しくお願いします。
日本一ドリルに特化した市民ランナーチームAMI AC SHARKS DREAM（アミ

エーシー

シャークス

会社メンバーで全力で駆け抜けます！

35 M・アカデミー 老うさぎさんチーム 平均年齢62歳、「老うさぎさん」ゆえおてやわらかに…
36 ちゅーちょーず

現役時代のような走りができるように頑張ります！

37 FCはにまるくん

月1回フットサルの大会に参加しているチームです。

38 Novice

ものすごい初心者ですが、国立のトラックを走ってみたくて申し込みました。よろしくお願いします！

39 SHARKSJr
40 Ｍ・アカデミー

SHARKS魂！
超特急

ドリーム）

から参加します。憧れの国立競技場。いつもの仲間と楽しんで走りたいと思います。宜しくお願いします！！！

メンバーから「コーチの走りを見た〜い」

41 チームKASHIWA
42 Ｍ・アカデミー
43 アカデミーJr

楽しく、素敵な思い出になるように出せる力を出し切って皆で走ります。
特急

快足

練習の成果をみせます
みんなで気持ちよく走ります

44 Track Town JPN

打倒横田真人！(笑)

45 III F美女と野獣

コーチと子供たちがてっぺん取りに行きます！

46 TWOLAPSのうるさいやつら

さわがくし800mを走り抜けます！

47 おとなのゆったりラン
48 ユーチュー部JAPAN

（後日情報掲載予定）

■家族対抗リレー

※10月2日（日）

チーム名
1 はるみち

意気込みコメント！
陸上大好き一家です。 憧れの国立競技場を爆走します！
33年ぶりの国立競技場は家族で。

2 KMRSS

家族パワー全開、未来に向かって楽しく突っ走ります‼
️

3 team watanabe
4 鹿島AC 大澤ファミリー 石川県！

家族4人の100mのベストタイムの合計は47秒台！ 当日は50秒切りを目指して頑張ります！！
U16チーム石川の応援と来年の全日本マスターズに向けて参加しました！
小学生の双子の子供達と全力で走ります！

5 ゆでたまご南家

屁のつっぱりはいらんですよ。

6 あらきーず

家族4人で完走目指して楽しんで走ります！

7 ほうたにさん家

一生に一度の機会なので頑張ります。

8 TEAMありんこ

怪我しないように頑張ります！

9 たかばやし

頑張るぞー！

10 元気な高橋家

怪我をしないように走りきろう

11 TMSR

今の出せる全力で走りきるぞ！

12 ぴぐりんちーむ

毎日の楽しさと笑顔をモットーにしています。今回メンバーみんなで団結して笑顔で臨みたいと思います。

13 High Bridges

世界新記録へ挑戦！

14 ささきーず

家族の思い出に走りまーす！

15 澤田家

ケガだけには気をつけます！

16 チーム538

スポーツ大好き家族

17 TEAMミウラ

頑張って絆ぎます！！

18 チーム

記念に。

きのこ

19 チームこいけ
20 木内家国立走り隊
21 さわこうすけ

最後まで無事に完走目指します！
新国立競技場で走りたくてメンバーを集めました！
小学生から3児のママまで、普段の練習の成果を発揮して走ります！
転ばぬ先の杖
熊本県天草市からやって参りました！宮崎4兄弟です！ 4人とも(長男次男は現在も、三男四男は元)

22 宮崎4兄弟

陸上経験者として優勝を目指します！ また優勝して天草という島、街を全国に広めれたらと
思っています！頑張るばい！
いとこでの参加。 7歳になったばかりの兄貴肌りつき、ダンス、音楽、鬼太郎が大好きで妹思い4歳のつばき、

23 チーム

サメ

兄りつきを冷静に支え笑顔が愛くるしい3歳のななこ。 将来、世界で活躍する可能性を存分に秘めた子供達3人が、

24 えにわんいうち

未来へ向けたバトンを渡します！ 楽しく、力強く、大きな思い出となるレースにしたいと思います！！
作戦は「ガンガン行こうぜ！！」単勝1.0倍です

25 水谷隼とゆかいな仲間たち

家族みんなでがんばります！

26 大島ツインズ

双子の子ども達の競技場デビュー 仲良くバトンを繋ぎます
この度は素敵なイベントに参加させて頂き誠にありがとうございます。 私たちは、親子3世代のチームです。
57年前に、東京オリンピックが開催された競技場で走りたい！と、当時20歳だった母が秋田県の代表で
全国青年大会に出場してリレー、高跳びで入賞しました。昨年は是非オリンピックの雰囲気をと、
新国立競技場の外から伊吹を感じに現在住んでいる山形から上京してきました。

27 よしのりファミリー

青春の１ページの場所に再び立ちたいとの思いを強く感じました。
今回、昨年開催の東京オリンピックで、強者が踏みしめたアンツーカーを駆けれることは、
母の秘めていた願いであり、父やひ孫も見守る中、笑顔でゴールしてもらいたいと思っています。
現在、母は孫7人ひ孫3人(年末に4人)となり、息子(53歳)、孫(28歳)、孫娘(26歳)が、

28 プラムフィールド
29 南プスのかずくんチーム
30 TEAM AIDA

これまで一家を育んでくれた感謝を込めてバトンを繋ぎたいと思っています。 よろしくお願い申し上げます。
親戚家族の選抜チームです。みんなで楽しくバトンを繋ぎます！
山梨県南アルプス市から来ました！スポーツ大好き家族です☆
ホッケー・サッカー・陸上が大好きです☆一生懸命、そしてみんなで楽しく、バトンを繋ぎます！！！
記録より記憶に残るレースを！

31 イヌインクレディブルファミリー 目標は3世代リレーでの完走。国立競技場のトラックを楽しく走りたいと思います。
32 team糸井

姉弟と子供の仲良し家族で頑張ります！

33 もぴ&ゆぷ&そなぺ

足の遅い母と走る父と娘たちです 母の遅さを無かったことにできるか 楽しみです。

34 Familia de いわき

３歳の沙季ちゃんを２走に起用する大胆な走順！目標は誰も泣かず、
バトンをつなぎゴールすること。ぜひ温かい目で応援して下さい(＞人＜;)

35 TEAM HAYASHI

男4人兄弟の暑苦しいリレーをお届けします♡

36 TEAM かける・さくら道

家族一丸となって頑張って駆け抜けます！！

37 チームホリウチ

みんなで楽しくがんばります！

38 チームYASUTOMI

家族の団結力を見せつけます。 目指せ60秒切り

39 チーム1326

スポーツ大好き家族です!

40 イトウライシーズ

怪我なく、ガトリンみたいにがんばるぞ❗

41 チリパウダー

命を賭けて走りぬく

我が家の娘と息子が陸上クラブに入っていました。 そのおかげで、娘は走高跳びで全国大会に出場し、
42 チームHIGH

息子は運動会のリレーで、アンカーとして１位でゴールするという、素晴らしい経験をさせていただきました。
子どもたちも、応援していた親としても、陸上競技から得たものは多いです。

43 おあなファミリー

そんな私たち家族が、国立競技場でバトンを繋ぐために走る事は、最高のイベントとなると思います。
1走チョウナン、2走ハハ、3走チチ、4走ジナンで頑張ります！

44 チームハセガワ

出会いは陸上、On your mark!

45 オーキーズ

家族みんなで頑張ります！

46 たば〜ズ

陸上一家です！

47 田島家

息子の国立競技場デビューです！

48 ウーピーズ

桃佳と晟良の良い思い出作りに家族で挑戦します！
パパせーすけ

狙うはマグロ！元やり投げアラフォー男子 ママひとみ

49 釣りバカRunners☆久保ファミリー 駅伝見るのは大好き☆初トラックデビュー 長男けいご
50 タッキーズ
51 中須・泉水ファミリー
52 エンジョイ国立 山之内家
53 阿部家ドリームチーム

小学２年釣りバカスポーツ男子 次男ひさと
一生懸命走ります

ここから見る景色が楽しい想い出になりますように。
国立競技場をゆっくり満喫する走りにご注目！ エンジョイ！国立！！
阿部家ドリームチームです！みんなの気持ちが『ちむどんどん』するように、
がんばって『心のバトン』を家族５人で繋ぎます！
親子3世代での参加です。

55 加藤家

頑張ります！！

57 チーム

今年はルアーでシーバス釣ったもん！年長甘えん坊わんぱく男子

日頃は陸上トラックを走る機会のない３世代。力をあわせてバトンをつなぎます。

54 いがりファミリー
56 チームベルツリー

ゴカイ手づかみOK！

得意なことはボールとルアーを投げること☆

家族の絆でバトンを繋いで走り切ります

ディアボラハンバーグ 最後まで走り切るぞー！

58 愉快なミツハシ家

ミツハシ家のじいじと孫が走ります

59 小田家ファイヤー2022

家族４人で力を合わせてファイヤーで頑張ります！

60 うさぎとかめファミリー

牛乳を飲めば足が速くなると信じて疑わない4歳長男が初めて走る100Mを完走できるのかが最大のカギとなります。

61 三島超特急

家族一丸、一生懸命頑張ります！

62 小田桐サンジェルマン

昔は速かった…運動不足の父母 走るの大好き長男 100メートル走りきれるか次男 ４人で力合わせて頑張ります！

63 チームSEKI

楽しんで走りたいです。

64 パウッと!ようた！

ようた君以外のメンバーの体力次第！

65 はまみつあい

単身赴任中の父がこの日帰ってきます。リレーを通じて、家族の絆を深めます。

66 Team KISHIMOTO

家族5人？！力を合わせて頑張ります！

67 加藤ファミリー

家族の絆を深めたい。

68 YAMAMOTO’s

最後まで全力で走り切ります‼
️

69 MYTK

家族揃って国立競技場で走れる事を楽しみにしています！
今回、思い出作りに3世代で参加します！ 全く面影ありませんが（笑）元高校球児のじじ、
なぜかやる気だけは誰よりもあるばば、元タカラジェンヌという異色な経歴の妹、男子ソフトボールで

70 Team ちぇぎぽぽぽ

国体の選手にまで選ばれた主人、水泳とダンスが得意な7歳長男、チアダンスとボケ担当の4歳娘、
元幼稚園教諭という肩書きしかない私……（笑） リレフェスを見つけた時は、全員即答で参加しよう！でした♡
やる気だけはあるので、怪我せずなんとかゴールできますように……！ よろしくお願いします。
小学一年生の息子がかけっこを頑張っているので、父、母も一緒に練習しています。

71 Team Kawase

お姉ちゃんは体操教室を頑張りつつ、たまにかけっこも練習しています。 やる気だけは、どの家族よりあります！

72 yamashiro

10年後に息子が陸上選手として、同じ舞台に戻ってくることを夢見て、家族みんなで頑張って全力で走ります！
運動会大好き、リレー大好きな子供たちと一緒に楽しく走ります！

73 のろふぁみ

なかよし家族のバトンパスの真髄を追求して旅は続く。 これは遊びではない。

74 あいしゅん

地元民として頑張ります！

75 チーム

国立競技場を走ってみたい！！

いけだ

76 なおなおズ

がんばる

77 ボブキャット

全力で思い出作るぞ‼
️えいえいおー‼
️

78 Team岡野

家族の力でバトンを繋ぐ！

79 しまづファミリー

頑張ります！

80 Team Morris

初の家族リレー。楽しくバトンをつなぎます❗️

81 ドリームoba

兄妹とお父さん。しっかりバトンを繋ぎます！！

82 マコミクムスタング

暴走

83 エンペルトパーティ

限界を超えろ!
陸上一家

家族4世代で参戦！ 昨年、2度目の東京オリンピック観戦をしたおばあちゃんは今年で82歳。

84 4世代 陸上一家

60年以上前インターハイで優勝した経験のあるリレーで孫を引っ張ってまだまだ元気に走ります！

85 HAMチーム

浅井家4世代で『思い出作り優勝』を目指します！
家族で走ります！

86 チームペコ

陸上大好き家族です！ みんなで力を合わせてバトンを繋ぎます！

87 チームタカ

３年前に走った家族リレーは59秒27でした。それを目標に頑張りたいです。

88

✳️
だいちとかすみとはるまとかえで✳️

夕食のお寿司の為にがんばります☺️

89 ALOHA

Hawaii大好きファミリーです。 リレー侍になったつもりで精一杯走りまーす❗️

90 ラギーフォー

憧れの舞台、国立競技場！日本代表になったつもりで、家族4人、楽しみながら一生懸命バトンをつなぎます！

91 莉子ちゃん家

完走します！

92 くぼた

元気いっぱいの兄弟ががんばります！

93 赤チーム

怪我しないように頑張ります。

94 りいせな

コロナで運動不足ですが、完走できるよう頑張ります！

95 竹内ファミリー

楽しい思い出作るぞー！

96 河内・走るファミリー

家族の絆を大事に、最後までバトンをつないでゴールできるように頑張って走ります！！

97 チーム あきら6％

三世代で頑張ります。

98 Princess Reina

4歳と1歳のちびっこモンスターが一生懸命走ります！

99 にしやまさんち

日本一速いファミリーにはなれないかもしれないけれど、世界一なかよしファミリーを目指します！

100 （タワ様 確認中）
101 TEAM S

楽しむー！！！

102 （ナカジョウ様 確認中）
103 文林開拓たんぽぽ精神

同じ小学校•中学校を卒業した親子チーム チーム名は中学校の校訓 還暦無事通過記念の出場です。
同窓生には、水泳の北島康介さん、ラクビーの松島幸太朗選手がいます。

■仮装リレー

※10月2日（日）

チーム名

意気込みコメント！

1 ハッパキラキラキーラキラ:破！ 空気は"気体" 氷は"固体" 美味しいビールは? "飲みた〜い"
2 マーケティングアンサーズ

元気！元気！元気！元気！な4人が楽しく走ります！

3 電力少年団

少年のよう心で 楽しみながら電力に関わる 大人の集団です

4 Ageo軍団

がんばるます

5 マイナスイオン

怪我をしないよう頑張ります！

6 いそちゃんず

大学の先輩後輩による仲良しチームです。 当日はどんな衣装になるかお楽しみですが、
少しでも盛り上げられるように頑張ります！

7 BIG ZOO

夢・希望・からだもふくらませて走ります！！ ついでにお財布もふくらむといいな♪

8 Oh！No！ゆーじん

全員が陸上経験者で本気の仮装で挑みます！ 怪我しないことを目標に3年ぶりの全力疾走をします！

9 フライングマグル

9と3/4番線から魔法の旅に出かけよう

10 川越市民枠

楽しくバトンをつなぎます！

11 セルベサ軍団プラス

みんなで楽しくバトンをつなぎます！

12 レランパゴ

みんなで楽しくバトンをつなぎます！

13 セルベサ軍団

楽しくバトンをつなぎます！

14 CHEERS CHEERS

やる気！元気！ギャールズがんばるぞー！！
全力で100mを走ることが不安なメンバーです。レースの瞬間はパンダが憑依していると思って

15 パンちゃん

パンダの気持ちになり、のんびりいや、コロコロ走り切りたいと思っています。
パンダメイクにご注目ください笑
コのご時世を変えるためにやってきた！

16

コロナから日本を救う！爆走戦隊 アスレンジャー

17 べっちょない
18 ウォーリーでつなげ！
19 M・アカデミー老カメさんチーム
20 Ｐーちゃんず
21 アスとれ

SPRINT

22 神栖JAC

ロうにゃくなんにょ問わず笑顔と幸せをお届けします！
ナかまと一致団結！まってろ平和！
播州人チームです
新！ウォーリーをさがせ！国立競技場を爆走！ 赤と白のタータンに紛れながら、
爆走ウォーリーズが駆け巡ります。 見失わないように、応援お願いします！
我々はM・アカデミーの長老メンバーです。
もっと長い距離を走りたかったのですが、記念に100mを走りたいと思います。
学生時代のピザ屋のバイト仲間とその家族で参加します！ 大人になって家庭を持っても、
皆でこのようなイベントに参加できて嬉しいです。 たくさん楽しみたいと思います！！
国立を駆け抜けます！
このメンバーで走るのも最初で最後？！ 想い出づくりに仮装でガチ走りします！
目指せクラブレコード更新★

23 チームみずき

国立競技場で走れる機会なんて、めったにないので楽しみたいです！

24 いちいの母たち2022

子供たちのタイムに負けないようにがんばるぞ！

25 ユーチュー部JAPAN

（後日情報公開予定）

26 肉食系男子

日本記録目指します！

27 土気AC

楽しく国立を走ります！

〜リレフェス事務局からのお知らせ〜
・チーム名が（確認中）となっている方は、至急リレフェス事務局（relay.fes@jaaf.or.jp）へご連絡をお願いいたします。
アスリートビブス（ゼッケン）に、チーム名が入らない可能性がございます。予めご了承くださいませ。
・参加選手の皆さまへのご案内およびスタートリスト（何組目の何レーンを走るかが明記された資料）は、
特設サイト（https://www.jaaf.or.jp/relayfes/）内の "出場する" のページへ掲載いたします。

