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女子70歳代 329 村田 栄 がんばｽｷｰｸﾗﾌﾞ

301 山田 美弥子 小牧市ｽｷｰ連盟 330 大野 勇 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱST

302 筒井 ちづ子 愛知ｼﾆｱｽｷｰR.C. 331 大窪 慈之 ｸｰﾌﾟ･ﾄﾞ･ﾓﾝﾄﾞSC

女子60歳代 332 曽我部 誠次郎 とぼねｽｷｰｸﾗﾌﾞ

303 西川 通代 ﾌｧｰﾚﾝSC 333 山蔦 浩治 ｸｰﾌﾟ･ﾄﾞ･ﾓﾝﾄﾞSC

女子55歳代 334 好井 栄市 愛知ｼﾆｱｽｷｰR.C.

304 月ヶ瀬 あずさ 豊田中央研究所ｽｷｰ部 335 井伊 次衝 愛知ｼﾆｱｽｷｰR.C.

女子50歳代 336 原田 昭嗣 ﾁｰﾑ･ﾓｰﾆﾝｸﾞ

305 須藤 康子 ﾘﾍﾞﾙﾃSC 337 橋本 直純 クープ・モンドスキークラブ

306 坪井 香 ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ 338 成田 努 愛知県連スキー部

女子45歳代 339 鳥山 長太郎 松阪レーシングスキークラブ

307 久保 裕子 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 男子65歳代

女子40歳代 340 三橋 正美 ｷｰﾌﾟﾜﾝSC

308 神谷 久美子 ﾔﾏﾊ発動機(株)SC 341 石坂 憲二 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

男子85歳代 342 長谷川 勝 一宮市ｽｷｰ連盟

309 川勝 利三郎 京都ｽｷｰﾗﾝﾅｰｸﾗﾌﾞ 343 田澤 幾雄 愛知ｼﾆｱｽｷｰR.C.

男子80歳代 344 藤本 敏春 京都SYLC

310 吉川 和男 愛知ｼﾆｱｽｷｰR.C. 345 大坂 憲行 ﾄﾖﾀ自動車ｽｷｰ部

311 藤尾 正博 古川ｽｷｰ協会 346 土田 正美 DENSO電友会SKI部

312 池田 重芳 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱST 347 西村 輝雄 愛知ｼﾆｱｽｷｰR.C.

313 植村 国男 京都SYLC 男子60歳代

314 西山 圜 豊田中央研究所ｽｷｰ部 348 引間 知明 王子製紙ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

315 根本 輝雄 安城市ｽｷｰ連盟 349 國枝 宏之 ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾍﾟﾝ･ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

男子75歳代 350 梶原 雅喜 がんばｽｷｰｸﾗﾌﾞ

316 菊池 幸彦 がんばｽｷｰｸﾗﾌﾞ 351 宮崎 浩 ｽﾃｭｰﾋﾟｯﾄﾞSC

317 筒井 孝二 愛知ｼﾆｱｽｷｰR.C. 352 坂 年勝 ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ

318 刈谷 拓爾 ｸｰﾌﾟ･ﾄﾞ･ﾓﾝﾄﾞSC 353 伊藤 慎治 ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ

319 守本 徳次郎 AKU SC 354 江縁 秀利 ﾄﾖﾀ車体ｽｷｰ部

320 宮原 寛信 小牧市ｽｷｰ連盟 355 三島 由一 ﾁｰﾑｽｶｲ

321 牧野 貞一 王子製紙ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 356 稲垣 雅章 小牧市ｽｷｰ連盟

322 古川 雅彬 とぼね 357 奥田 点 アイシンAWスキー部

323 佐藤 実 ファーレンスキークラブ 358 上迫 泰博 ﾋﾟｽﾃSC

324 田村 順司 ｸｰﾌﾟ･ﾄﾞ･ﾓﾝﾄﾞSC 359 小池 誠 豊田中央研究所ｽｷｰ部

男子70歳代 360 吉原 稔幸 ｽﾃｭｰﾋﾟｯﾄﾞSC

325 小酒井 朝夫 がんばｽｷｰｸﾗﾌﾞ 361 林 芳忠 高山市ｽｷｰ協会

326 三宅 博行 とぼねｽｷｰｸﾗﾌﾞ 362 佐藤 功郎 愛知ｼﾆｱｽｷｰR.C.

327 石坂 克己 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 363 井上 浩 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

328 杉山 晴朗 松阪ﾚｰｼﾝｸﾞSC 364 舘林 準次 東海ｽｷｰ研究会
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365 小川 茂 王子製紙ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 399 杉田 耕造 ﾛﾝｻﾑSC

男子55歳代 400 岩田 貴博 豊田合成ｽｷｰ部

366 松村 洋 ﾌｧｰﾚﾝSC 401 関屋 卓 三菱重工

367 梶田 素光 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱST 402 森田 英稔 DENSO電友会SKI部

368 渡辺 朗 ﾐﾂﾊｼSC 403 是永 康臣 M.O.S.T.

369 小谷 領人 新宮ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 404 矢野 心平 SKI TEAM SEED

370 村山 美智雄 ﾌｧｰﾚﾝSC 405 鬼頭 直也 ｱｲｼﾝ精機SC

371 中本 昌文 がんばｽｷｰｸﾗﾌﾞ 406 藤井 健輔 豊田合成ｽｷｰ部

372 神野 浩己 三菱自動車岡崎ｽｷｰ部

373 大西 利明 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

374 野尻 敬午 下呂市SC

375 服部 隆 DENSO電友会SKI部

376 三浦 毅 DENSO電友会SKI部

377 澤田 敦則 ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ

378 和田 健作 ﾗﾋﾟｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞSC

379 成田 巧 豊田合成ｽｷｰ部

男子50歳代

380 樋口 栄一 ﾘﾍﾞﾙﾃSC

381 蒲谷 稔 一宮市ｽｷｰ連盟

382 千葉 丈雄 ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾍﾟﾝ･ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

383 磯貝 宜伸 ﾘﾍﾞﾙﾃSC

384 馬場 剛 DENSO電友会SKI部

385 生駒 繁 ﾊﾞﾙ･ｶﾞﾙﾃﾞｨﾅ ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

386 大地 康宏 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

387 伊藤 一雄 豊橋体協ｽｷｰ部

388 井上 英彰 ネージュスキーチーム

389 山田 健司 ヤマハ発動機(株)SC

男子45歳代

390 永田 直覚 ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾍﾟﾝ･ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

391 篠原 智 ﾐﾂﾊｼSC

392 井上 雅喜 ﾘﾍﾞﾙﾃSC

393 桝 正和 ﾄﾖﾀ車体ｽｷｰ部

394 藤尾 岳史 古川ｽｷｰ協会

395 岡本 圭介 豊田自動織機ｽｷｰ部

396 落合 清一 ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ

397 坂本 孝文 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

男子40歳代

398 小林 賢司 豊田自動織機ｽｷｰ部
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