
Bib 選手名 所属名 Bib 選手名 所属名
70歳代女子 48 西村　輝雄 愛知ｼﾆｱ

1 筒井　ちづ子 愛知ｼﾆｱｽｷｰR.C. 49 栗本　和通 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱ
55歳代女子 65歳代男子

2 須藤　康子 ﾘﾍﾞﾙﾃSC 50 井原　悟 若葉
3 大野　景子 ｽﾉｳﾌﾟﾗｳ 51 江縁　秀利 ﾄﾖﾀ車体
4 武井　久子 ﾁｰﾑ BtoZ 52 伊藤　慎治 ｶﾄｳｽｷｰ
5 三島　由美子 ﾄﾖﾀ車体 53 相木　和生 防衛省

50歳代女子 54 坂　年勝 ｶﾄｳｽｷｰ
6 井上　真帆 中部電力愛知 55 平澤　俊充 ｽﾜﾝｽｷ-ｸﾗﾌﾞ
7 南　一美 ﾁｰﾑ･ﾌﾞﾗﾝｼｭ 56 山田　学 伊吹山
8 渡辺　美帆 ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆﾃｨ 57 藤本　敏春 京都SYLC
9 久保　裕子 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 58 前波　賢彦 若葉

10 坪井　香 ｶﾄｳｽｷｰ 59 横井　力 三菱重工名古屋
45歳代女子 60 上迫　泰博 ﾋﾟｽﾃ

11 山口　映 神戸ｴｺｰ 61 長崎　正幸 ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞ
35歳代女子 62 大矢　巧 ｴﾘｱ

12 黒川　悠文 石井ｽﾎﾟｰﾂ 63 田澤　幾雄 愛知ｼﾆｱ
85歳代男子 64 千田　雄示 ｺﾝﾍﾟﾃｨｿﾞｰﾈ

13 池田　重芳 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱ 65 中村　武男 豊田合成
14 藤尾　正博 古川ｽｷｰ協会 66 小池　誠 豊田中研

80歳代男子 67 三原　昭秀 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞ
15 石榑　信之 大垣ｽｷｰ協会 68 坂口　治 練馬区
16 田村　順司 ｸｰﾌﾟ･ﾄﾞ･ﾓﾝﾄﾞ 69 佐藤　功郎 愛知ｼﾆｱ
17 古川　雅彬 とぼね 60歳代男子

75歳代男子 70 坂口　幸浩 ﾈｰｼﾞｭ
18 角　敏昭 愛知ｼﾆｱ 71 奥田　点 TEAM AISIN
19 三宅　博行 とぼね 72 小谷　領人 新宮
20 瀬木　正直 高鷲ｽﾉｰﾊﾟｰｸ 73 渡辺　朗 ﾐﾂﾊｼSC
21 橋本　直純 ｸｰﾌﾟ･ﾓﾝﾄﾞ 74 高橋　真人 ﾓｱﾓｱ
22 筒井　孝二 愛知ｼﾆｱ 75 引間　知明 王子製紙
23 山下　寿朗 三菱自工水島 76 松下　弘 岐阜ｱﾙﾍﾟﾝ
24 大窪　慈之 ｸｰﾌﾟ･ﾄﾞ･ﾓﾝﾄﾞ 77 神野　浩己 三菱自動車岡崎
25 好井　栄市 愛知ｼﾆｱ 78 稲垣　雅章 小牧市
26 宮原　寛信 小牧市 79 武田　秀 水戸市
27 小林　民一 ﾄﾖﾀ車体 80 小川　茂 王子製紙
28 伊藤　熙 和歌山市役所 81 國枝　宏之 ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾍﾟﾝ

70歳代男子 82 長谷川　昭 与野SC
29 藤枝　良男 Z SC 83 中根　克則 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ
30 三橋　正美 ｷｰﾌﾟﾜﾝ 84 田中　誠二 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
31 足立　茂夫 各務原市 85 澤田　敦則 ｶﾄｳｽｷｰ
32 村田　栄 がんば 86 井上　浩 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞ
33 篠崎　憲二 愛媛教員 87 久田　悟 ｽﾜﾝ
34 三島　孝三 荘川 88 杉浦　哲二 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ
35 杉山　晴朗 松阪ﾚｰｼﾝｸﾞ 89 南雲　考司 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ
36 高澤　一二 ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞ 90 内海　千春 新宮
37 伊藤　優 貝月 91 後藤　政行 ﾘﾍﾞﾙﾃ
38 小酒井　朝夫 がんば 92 中島　孝三 愛知ｼﾆｱ
39 長谷川　勝 一宮 93 守屋　寛二 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
40 鳥山　長太郎 松阪ﾚｰｼﾝｸﾞ 94 中神　文彦 名古屋YMCA
41 松元　和秀 三菱重工名古屋 95 木村　和幸 はなのき
42 大坂　憲行 ﾄﾖﾀ自動車 96 金子　久志 恵那市ｽｷｰ協会
43 永田　徳之 三菱自動車岡崎 97 吉田　政司 吉備ｽｷｰ
44 成田　努 愛知県連 98 永田　敏雄 TEAM AISIN
45 曽我部　誠次郎 とぼね 55歳代男子
46 藤村　孝三 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱ 99 森田　耕二 TEAM AISIN
47 小田　勇 ﾄﾖﾀ車体ｽｷｰ部 100 松沢　隆利 DENSO電友会
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101 早川　信明 三菱重工名古屋 155 岩田　貴博 豊田合成
102 松本　直人 ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 156 伊藤　千哉也 一宮
103 大地　康宏 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞ 157 揚張　保浩 ﾘﾍﾞﾙﾃ
104 大西　利明 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞ 158 花井　且利 三菱重工名古屋
105 畑中　達也 豊田中研 159 林　秀明 翠華堂
106 馬場　剛 DENSO電友会 40歳代男子
107 金谷　博司 ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 160 酒井　泰彦 ﾄﾖﾀ自動車
108 三浦　毅 DENSO電友会 161 小林　賢司 豊田自動織機
109 水口　均 ﾁｰﾑ･ﾓｰﾆﾝｸﾞ 162 早坂　昌也 TEAM AISIN
110 池田　俊明 ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 163 関屋　卓 三菱重工名古屋
111 中本　昌文 がんばｽｷｰｸﾗﾌﾞ 164 浅野　友秀 王子製紙
112 服部　隆 DENSO電友会 165 藤井　健輔 豊田合成
113 奥野　健司 TEAM AISIN 166 矢野　心平 がんば
114 早川　喜三郎 豊田中研
115 安部　雅文 ﾌｧｰﾚﾝ
116 山本　浩 ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾍﾟﾝ
117 伊藤　一雄 豊橋体協ｽｷｰ部
118 井上　英彰 ﾈｰｼﾞｭ
119 成田　巧 豊田合成
120 伊藤　晴規 BE-IN
121 瀧本　聖二 瀬戸ｽｷｰ協会
122 西山　隆志 恵那市ｽｷｰ協会

50歳代男子
123 三橋　正 ﾓﾝﾀﾅ
124 樋口　栄一 ﾘﾍﾞﾙﾃ
125 有賀　章二 TEAM Mt.
126 永田　直覚 ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾍﾟﾝ
127 藤尾　岳史 古川ｽｷｰ協会
128 植田　篤志 INFINITY
129 奥山　徹 山梨県庁
130 桝　正和 ﾄﾖﾀ車体
131 千葉　丈雄 ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾍﾟﾝ
132 菊池　嘉高 がんば
133 松田　祐兒 ｽﾃｭｰﾋﾟｯﾄﾞ
134 小澤　浩司 TEAM Mt.
135 武井　克巳 BtoZ
136 伊東　昭治 りんどう
137 佐藤　良樹 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱ
138 小椋　由貴 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞ
139 安倍　信吉 三菱ふそう
140 石田　竜太 ﾄﾖﾀ自動車
141 松田　政洋 ﾀﾞｲﾊﾂ
142 人見　泰弘 ﾀﾞｲﾊﾂ
143 山本　耕 名古屋YMCA
144 竹村　信也 ﾀﾞｲﾊﾂ
145 小林　正幸 ｶﾄｳｽｷｰ
146 落合　清一 ｶﾄｳｽｷｰ
147 山田　章人 豊田合成

45歳代男子
148 杉田　耕造 ﾛﾝｻﾑ
149 葛島　秀亮 DENSO電友会
150 西田　善紀 ｴｷｽﾊﾟｰﾄ
151 前田　将宏 ｱｽﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
152 尾上　宏一 ﾈｰｼﾞｭ 
153 加藤　忠晴 Doing
154 坂本　孝文 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞ
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