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廣安ゆきみ 秋⽥⽝のの
海の男ゆうじろう氷⾒ もーりー

TOMAKI-GO! 歴史まちづくり研究室
TAITOTO 株式会社 ⻄荻のこと

⻄荻のこと研究所 AWS
かずっこけ おせちーず
ミニみづは プチみづは
wakanap Koji

Junko かーびー号（星野諭）
うみのひつじ ゆきなお
mouton-1973 ブリストル号

服部 Harry 服部 Micky
服部 Lk&Lt ★神⽥公園出張所★

ゆうと ただし
⽔都東京 安藤 10 DECADES

カイロ ＆スルタン KIYOE
KATAOKA LOVEBEER

SAKE WINE
10hotnews号 Momoko

ルームコンシェ号 鍼灸神⽥セラピーA
鍼灸神⽥セラピーB 鍼灸神⽥セラピーC
鍼灸神⽥セラピーD 鍼灸神⽥セラピーE
鍼灸神⽥セラピーF 鍼灸神⽥セラピーG
鍼灸神⽥セラピーH 鍼灸神⽥セラピーI
鍼灸神⽥セラピーJ ピンカートン

坂元丸 ミズベリング⽔辺総研

天⾺船プロジェクトへ個⼈から団体まで全国各地から様々な応募が集まりました。
この度は、ご参加くださり誠にありがとうございます。9⽉5⽇（⽇）のタイムトライアル
終了後（9:00ごろを予定）にウェブサイトへ順位が発表されます。
順位に応じて記念品の贈呈があります。発表まで楽しみにお待ちくださいませ。
なお、当⽇は新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、現地での鑑賞はお控えいただき、
ウェブサイトから実況中継をお楽しみいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

旗のお名前

「天⾺船プロジェクト2021/神⽥川」参加者リスト



2 / 12 ページ

旗のお名前
東京スリバチ学会 岸川雅範

⽥島洋輔＠⽇⼤まち科 株式会社吉商
しゅーしゅー号 飯⽥橋 ⼭商株式会社
おくやま１号 おくやま２号

うろこ丸 ひらい丸
航 笠井★信⾏

リオ サンパ
momo号 YATTONGA号

ごぽん・ねぬ・コロ 内藤 義紀
フロップル おれいゆ
⼤切な庄司希美 内藤 恵美⼦
⼤槌Kurasawa そう&しん
宮崎 楽市 Sakura
M OTSUKA S OTSUKA
N OTSUKA 神⽥酒家

ゴールデンハインド号 アイアンマン号
瀬⼾⽥⽣⼝丸 任せて安⼼貫井⼯務店

信頼と実績貫井⼯務店 ⼀級建築⼠貫井⼯務店
モリワキ丸 神⽥今川睦 野村拓史
⾼⽥智昭 ⼩堀研 すずき しん

外濠市⺠塾 福井恒明 ユアクリニックお茶⽔
ユアクリニック秋葉原 杉原 桂 ⼩児科医

TOUKO RYUMA
KEIKO ⾼⽊宗房
⿃越けい⼦ ⻘⼭学院⼤学⿃越ゼミ

神⽥サウンドスケープ 10374
10375 10376
10377 10378
10379 10380
10381 10382
10383 雀川
陸太郎 広域秋葉原作戦１号

広域秋葉原作戦２号 広域秋葉原作戦３号
BO繁栄祈願 ⽔曜会

宝鐘の⼀味 桜⽊咲 ころねすきー 桜⽊咲
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旗のお名前
野うさぎ同盟 桜⽊咲 さくよん⻘年部

神⽥節⼦ 10423
10424 MATORI

こばふみこまる ⽇⼤丸
海建丸 親⽔丸
菅原丸 ⽂太丸
神⽥丸 横浜丸
⽔辺丸 海洋丸
建築丸 ⿃取県 川上敬介

オン・ザ・ミナトガワ えむ
ぽっぽ＆むっちゃん号 まろぼ号
こまろまろろん⽺号 ⼣⿂
(U・ェ・)茉⾹論号 (U・ェ・)苺那⾹号

馨流 FutureHouseLab.
みらいのきぼう号 伸之・ミュー
中島ソフィア ⽔都未来東京 平江

ディープインパクト ゴールドシップ
ペンギンカフェ1号 佐藤家・ハビエル
佐藤家・結⼦ 佐藤家・パパ豪⼀
佐藤家・ママ栄⼦ 佐藤家・康介

ムラヤマ 熊原隆浩 ムラヤマ 平井花朋
ムラヤマ 森尚之 ムラヤマ 宮脇博⼀

ムラヤマ ⼩林明仁 ムラヤマ 奥⼭佳史
ムラヤマ 井形雅⼈ ムラヤマ ⼤河内寿典
ムラヤマ 寺⽥洸 ムラヤマ 秋⼭稔
宇宙戦艦ヤマモト 吉倉利幸・晶⼦
よろやさい１ よろやさい２
よろやさい３ よろやさい４
よろやさい５ わたあめ♂

きたむら だいき チョコボとサンタ
神⽥川ネットワーク それ⾏け常興システム
常興は創業１０１年⽬ 番町・麹町・池ちゃん
なんだ神⽥で池ちゃん フォースと共にマハロ
のどか な あゆみ 誠&明⽇⾹&遙華&歩

medakameda 鮨からく疫病退散！
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旗のお名前
鮨からく三拝九拝！ ⼾川家・無病息災
CUC・PI試験合格！ 吉川・⼼願成就！
鈴⽊・⼼願成就！ 宮川・⼼願成就！
⼾川ゼミ⼊室感謝 洋ちゃん

荒⽊町 ダフニスと⿊江コーチ
林 和男 林 政⼦
林 澪花 辻 千春
辻 シロ 辻 クロ
辻 千鶴⼦ 林 フタバ
マツバラユウキ 岩佐りょう⼦

りきみち3号 浦澤号
りきみち号 ごんちゃん
和敬典麗１号 和敬典麗２号
和敬典麗３号 和敬典麗４号
和敬典麗５号 TERASU Compass ニゴ
神⽥でパンダ SORA&AYUNA

おかやん KAZ&YOKO
ノーガホテル秋葉原 ノーガホテル上野

新荒⽊町を発⾒する会 TOKYO  W.F.協議会
湊⽉丸 ひろせ号
ryota 髙野 カメ吉

髙野 眞ニ Salute 健康
都市⼤都市空間⽣成丸 岡本 篤佳
都⺠ファースト ⽊村 ⽊村恵⼦

池⽥照⼦ ⽇⼤理⼯建築・⼭中研
⽮野悦⼦ AOSTUDIO

★ケープ のりを★ ぼんじり⾶べるぞ号
なわけないし 游久会・岩村恒
マメちゃん号 游久会・坂本雅⼀
遊久会：菊池秀夫 岡⽥落合研：菊池晃央
游久会・横内憲久 ★游久会★上野幸太★
游久会 本家昭裕 浦安倫理 宮本
⾼浜洋平 ⾼浜敬⼦
⾼浜平太 ⾼浜治⼈
yukoni ユクカワノナガレ
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旗のお名前
⼩林知典（ゆかい） 游久会13期alex

Sta.丸 lee wen
⽑利嘉孝 善蔵ぽれぽれ丸

中⼭家 ダイスケ 中⼭家 マユ
中⼭家 カカ 祈り 北川史和
佐藤陽⼦ 佐藤蒔
佐藤詠 ⽞好丸

kaburagi希 岡部⻯也
Minako ムラカミ☆ハルヒコ

ムラカミ☆ユキ ムラカミ☆ノコト
ムラカミ☆チューマ ムラカミ☆テン

10769 ⽚瀬東リ町
Y.EPIROMA のんびり号

みんな世界で頑張ろう モヒモヒ
たかむられん たかむらこう

10777 武蔵ボーイ
シミズ愛マーク ジョン千葉太郎
キソトモ あちまつ号

株式会社セカミー HAYASHI F
おけまる KRISMIGWEN  NAYA

快癒祈願 NADIA 無病息災 TENTEN
いわのあいだ お⾖丸

⽉刊東京⼈編集部 ⽥中佑樹
太郎丸 荒⽊幸⼀郎
わんかっぷ 名取裕之

陣内研2008鵜飼 ⼭川海
コロナ撲滅景気回復！ EARTH+FAN

⼩原 愛 そうた号
りょうすけ号 おと号

aiboの萌 スーパーホテル秋葉原
EToS 岡村⺠夫 游久会・猪股弘樹
游久会・猪股恵美 ⽔野佳⼦

おしぼりはFSX(株) 游久会・吉⽥誠
ぴこ IVY化粧品guri

きんとん号 Bwac-1
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旗のお名前
Bwac-2 Bwac-3
Bwac-4 Bwac-5

YandM 1号 YandM 2号
YandM 3号 Atelier VIRGO
きくりん号 10864

10865 10866
10867 10868
10869 10870
10871 10872
10873 ⿃取県森林・林業局

KONKN カタチ研究所
⽔都東京・たかだ光 平将⾨之怨霊
ベルサローネ・節⼦ ユルリク号
SmileY スマイリー まる号
よしえ&マリン号 未来定番研究所出井号
リベルダージ号 リオデトキオ号

たかあき TTT ⽊越丸
つむじ書房 リコリタ
SOBASUTA アートを⽌めるな鈴⽊

よりよい海へ Ricoco 何⼀つないと知るnami
flip water ⿃取銀⾏

FUKUSIMA号 それ⾏けレッドスター
奇跡と明佳夏也乃号! 旗艦まきおまきねお

⽥村元 しなだこうた
Moe Ritzn Go！

Simpei Go! きらぼし神⽥神⽥中央
きらぼし銀⾏神⽥⽀店 きらぼし銀⾏神⽥中央

野⽑姉妹 みき＆しんいち
神⽥藍の会 つなちゃん
住まい舎 アストロ

東京ドーム_SK 開南丸
クオン株式会社 栄⼦から寿美さんへ

たかみち づめこ
11035 ⼤⽥区-Kamei

まめ☆みら号 ヒミテンマ1
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旗のお名前
ヒミテンマ2 ヒミテンマ3
ヒミテンマ4 ヒミテンマ5
ヒミテンマ6 ヒミテンマ7
ヒミテンマ8 ヒミテンマ9
ヒミテンマ10 柳橋町会
伊藤敦 mapop
甚五郎丸 湶⻑治（氷⾒）

湶卓也（氷⾒） すずらん
天兎楽・弥勒丸 疫病退散Tadano
世界平和Tadano 健康第⼀Tadano
世界平和 Y.MORI 健康第⼀ Y.MORI
疫病退散 Y.MORI 幸福⻑寿 Y.MORI
家内安全 Y.MORI sachiwow

ちゃんなか丸 ⼤樹号
みさき号 陽菜号

⼟ 屋 ⿓ 之 介 ⽊⽠伊藤啓ようちゃん
ヨッシー 佑 ⽔都東京・未来会議

HIROSHI Michelle Sugiura
Ewa Machotka 啓福
凛合格祈願 やまと屋寅右衛⾨

11243 11244
11245 ⽯外真理⼦さん⼤好き

H2OK_XLE 吉原悠博/吉原写真館
孝明⼦とき純せら陽⼦ 11260

11261 11262
如⼰愛⼈ ⿊い三連星ガイア

⿊い三連星オルテガ ⿊い三連星マッシュ
fightylum6 彩丸

湧永キヨーレオピン かつさんど号
ごーるどちっぷ号 プーちゃん丸

コツメロン号 綾⻁丸
五⼗嵐鐵雄丸 まえん号
游久会・菅⾕彰夫 スローKOHAYA号

新太号 竣太号
天虹⿓号 TAK_W
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旗のお名前
美優 玲⽉
琉星 春翔

凛太朗番匠さん 神⽥プロレス
Ayapanda 根岸葵⽷
根岸きょうま Cabaret

平穏が訪れます様に！ 疫病退散！世界安寧！
よしたか よしと
⽣涯⼀悪⼈ 扶桑

津和野スクール 多胡 亜茉⾳丸
あたりアルス 艇居易庵

タマプロ 稜真丸
光⾼丸 亜⼦丸

もーむーもも号 Charlie
平安 世界平和

†kenn†丸 Jaime Humphreys
GO YASUI うらこ
はなない Tokyo Station City

⼀番⾼貴な詩の雑誌妃 天⾺１０００１号
カノンユア 第⼀みいみい丸
MEI SUE ウシジマオーギPgt
達晴号 紀楓号

佐保コネコキドリ⾈ 清哉
太朗 うさ丸
万哲 ちよだニャンとなる会

銭湯⼭⾞巡⾏部 居間
台所 厠

はるる号 ⼩林 宗⼼
三河屋グレふく 株式会社�島屋三吉

あっきー なおりん
ひで 元気丸！

須藤 雅彦 夢観⽉（ユメミズキ）
お台所神⽥泉 藤⽥淳 ひみ⾥⼭杉活⽤協議会
⼀ノ瀬健太（6浪） 合同会社葛⾕春光堂
⼩島町茶房 屋上区公式 屋上丸
新⽊場海床 ZNEM
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旗のお名前
かず丸 茂⽊健⼀郎

⻄澤 哉太号 喜久丸
ゆきチャン１号 JR2XCA

まさすずぽぽちゃん 洗剤を減らそうね
川にゴミを捨てないで ⼤好き神⽥
すごくすごいユウキ号 飲んだくれランナー哲
キャリカーズ東京 ふじの

BID OZクマダ
海洋⼤ 清⽔研究室 ザッハトルテ号
えんちゃん号 須磨の関守
トミー智勇 絆ぬん
絆そん 絆さーむ

ありがとうTBイガミ みんななかよし⻘柳家
コーチング科学研究所 ピーター号

鈴⽊⼀之 浪華丸
まどもあぜる紅⼦ あこがれ
⼀⾊ヒロタカ 無⾔丸
北⼭幸朋 瑛⼦・悠⽃・真帆將太

髙島屋⽇本橋店 ⻄村あずきんʼＳ
樋⼝伊吹 OKDlab. 家族全員が幸せに！
寺林 憲也 Cafe wiki
杉⼭ 雅宏 福々⼦
勤倹堂 実⾏道⼈

いわさ丸 あいざわ丸
中野 良寿 N３ まめ

はんぺん丸 てらてら
宮崎昭⾏ まるりかは

お茶の⽔ホテル昇⿓館 麺屋伊勢庵丸
ミニチュア⼈形YFS おちゃのま
⿃海⼭＠遊佐町 ぐうちょきぱあ

さとちゃん ぽぽちゃん
wakanako ⾼島屋 ⽵村
中俣拓哉 みんなが幸せに！野⼝
@kakakaya 東京理科⼤郷⽥研究室

MinaLeeGAP V3
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旗のお名前
Bindyeyes1 Bindyeyes2
Bindyeyes3 ぴっころかんぽ１４号

jetson peace like a river
rasmussen 鮫凹丸

都 ウサギ
よちこ あくあマリンシオン号

勝たんしかシオン ヘルバァグ様
斎藤市左衛⾨ 鳳明出版社
妖店百貨展 荒⽊繁

未来定番研究所 笠井 Godfather
ちゅん１号 ちゅん２号
頑張れ! おり号 梅⾕の郷 光夫号

いけいけ 久美⼦ 号 駆けめぐれ！ ハク号
優しい ツマ 号 ありがとう スミ 号

元気でね! しゅん君 号 ゆうちゃん号
とうこ 号 まこちゃん号
Akiba.TV Fieldbook 1

Fieldbook 2 Jeon Jung-kook
Leonardo Bonucci Giappone Mon Amour
伊藤明彦法律事務所 ⿑藤毅

FUGA-URARA カレーマイスター中⻄
中央電設 東京⽀店1号 中央電設 東京⽀店2号

muu えみふる号
スマイルちよだ号 えみふる絆社会の実現

FLAT 101 FLAT102
FLAT103 かに
かとう丸 おちゃこ と ぎん

お台所神⽥泉 By有⾥ Y&co
ツルミロボ 宮本初⾳（福岡）
ソードラ1号 ソードラ2号
ソードラ3号 ソードラ4号
ソードラ5号 株式会社回路

イリア フラメンカ イケメン連スワン号
ゆかさん SATO NAOKI

Diego Marie bujin
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旗のお名前
⼩⿃遊⽒！ 世情浄化懇願！

もつ焼き⼤好き知美丸 皆健康で幸せで有れ！
いっちー号 しんしん号

ひーさんとよしくん オーロジャクソン号
サウザンドサニー号 ストライカー
必ずカエル301SQ はるぽん号

東京ＬＰ表彰祈念号 ＪＢＣ
ゴーイングイエヤス号 松⽥和久
ティーダイニング 夢

幸 チキチキエイキチ丸
すみっこぐらしが好き HISUI H

みきほたか丸 ⽔兵リーベわんこの船
アキテンマ カズテンマ
HiHi Jets 中村 光喜
中村 愛 つかさきみほ
えだまめくん ワンエイト

AIR 3331 神⽥松枝町会
垣⾒響和 神臺會
鍛治⼀⽶澤 ⽯川絹⼦
⾼⼭嘉顕 ⾼梨洋⼀
⼩宮俊哉 城塚良⼀
城塚容⼦ ⿊﨑隆司
縣直紀 内⽥義信
橘五郎 マサヨ
Nero 神⽥須⽥町⼆丁⽬町会
佐久四 あさこ丸
平野恵⼀ ⽯原昭男

野村不動産株式会社 三井不動産株式会社
⼤塚商会 千代⽥⽀店 抗ウイルス技術 VB

アーツ千代⽥ 3331 東京ビエンナーレ
橋本猛 神⽥明神
真⽥丸 ししどゆうみ

未来定番研究所 ギャラリー・ミニヨン
千代⽥区⽇中友好協会 ⽇本WMF予防協議会

神⽥古書センター サイブリッジグループ
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旗のお名前
シュン 神⽥五軒町町会

⽔辺のご縁も／社協 ご近所福祉ちよだ社協
法政⼤学 ⾼村研究室 かき号
新しいページを開け！ 神⽥⼩川町 優美堂

顔のYシャツ 秋⽥⽝のの丸
コマンドN 号 東京Z学研究所

東京芸⼤ 中村研究室


