
Start List9:00Start Time :

 Pos BIB DIS TEAMNAME

ハーフ 一般男子

2017/01/03

1 1 三浦 龍生 福島県 中央大学ﾐｳﾗ ﾘｭｳｾｲ

2 2 入山 大士 愛知県 入山FAMｲﾘﾔﾏ ﾀｲｼﾞ

3 3 入山 和士 愛知県 入山FAMｲﾘﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ

4 4 高岡 善史 愛知県 空手道日新会ﾀｶｵｶ ｾﾞﾝｼ

5 5 小川 直哉 愛知県ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾔ

6 6 石川 史也 愛知県ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾔ

7 7 石川 雄介 愛知県ｲｼｶﾜ ﾕｳｽｹ

8 8 伊藤 郁 北海道ｲﾄｳ ｶｵﾙ

9 9 小笠原 彪 愛知県ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ

10 10 平岩 篤弥 愛知県ﾋﾗｲﾜ ｱﾂﾔ

11 11 野中 健介 愛知県ﾉﾅｶ ｹﾝｽｹ

12 12 池亀 透 愛知県ｲｹｶﾞﾒ ﾄｵﾙ

13 13 伊藤 太樹 愛知県ｲﾄｳ ﾀｲｷ

14 14 萩原 啓 三重県ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ

15 15 神田 智文 愛知県ｶﾝﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ

16 16 堀 伸嘉 三重県 よかにせPRCﾎﾘ ﾉﾌﾞﾖｼ

17 17 中 洸人 愛知県 上郷中ﾅｶ ﾋﾛﾄ

18 18 山本 大地 愛知県 豊田工業高校ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ

19 19 新村 紘己 愛知県ﾆｲﾑﾗ ﾋﾛｷ

20 20 渡部 裕太 神奈川県ﾜﾀﾍﾞ ﾕｳﾀ

21 21 上杉 泰伸 愛知県 東山中ｳｴｽｷﾞ ﾀｲｼﾝ

22 22 竹内 大揮 愛知県ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ

23 23 河村 悠 愛知県 豊明高校ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｶ

24 24 本田 直己 愛知県ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｷ

25 25 草間 大志 茨城県 太田走友会ｸｻﾏ ﾀｲｼ

26 26 白羽根 勇太 愛知県 TPACｼﾗﾊﾈ ﾕｳﾀ

27 27 神原 龍之介 大阪府 きつね3ｶﾝﾊﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

28 28 石川 昌志 愛知県ｲｼｶﾜ ﾏｻｼ

29 29 宮崎 郁彦 岐阜県 YAMATEﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾋｺ

30 30 鈴木 陽平 愛知県ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ

31 31 木下 雅裕 愛知県 名城大学ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋﾛ

32 32 杉浦 学人 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾏﾅﾄ

33 33 杉浦 将 愛知県 安城快足ACｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳ

34 34 浜田 浩佑 大阪府 近畿産業信組ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

35 35 杉浦 宏幸 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛﾕｷ

36 36 川村 羊平 三重県ｶﾜﾑﾗ ﾖｳﾍｲ

37 37 木村 祐太 滋賀県 村田製作所ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ

38 38 橋本 和馬 愛知県ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

39 39 大櫃 丈 愛知県ｵｵﾋﾞﾂ ｼﾞｮｳ

40 40 大櫃 千明 愛知県ｵｵﾋﾞﾂ ﾁｱｷ

41 41 古橋 弘基 愛知県ﾌﾙﾊｼ ﾋﾛｷ

42 42 加藤 健 愛知県ｶﾄｳ ﾀｹｼ

43 43 村島 清貴 愛知県ﾑﾗｼﾏ ｷﾖﾀｶ

44 44 久米 拓郎 愛知県ｸﾒ ﾀｸﾛｳ

45 45 鈴木 明伸 愛知県ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾌﾞ

46 46 志賀 正和 愛知県ｼｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ

47 47 服部 誠司 静岡県 SPW財団篠原ﾊｯﾄﾘ ｾｲｼﾞ

48 48 安田 真基 愛知県ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｷ

49 49 藤田 幸浩 愛知県 旭丘漕友会ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾋﾛ

50 50 磯村 慎亮 愛知県ｲｿﾑﾗ ｼﾝｽｹ
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51 51 小林 宏輔 愛知県 水曜浜町の会ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｽｹ

52 52 林 貴広 愛知県ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

53 53 中垣 聡 愛知県ﾅｶｶﾞｷ ｿｳ

54 54 吉岡 基 千葉県ﾖｼｵｶ ﾓﾄ

55 55 多米 裕太郎 愛知県ﾀﾒ ﾕｳﾀﾛｳ

56 56 三宅 政裕 北海道 ｱﾗﾀｼｷﾐﾔｹ ﾏｻﾋﾛ

57 57 花井 雅裕 愛知県 大府市ﾊﾅｲ ﾏｻﾋﾛ

58 58 大屋 直輝 愛知県ｵｵﾔ ﾅｵｷ

59 59 山中 誠人 愛知県 日本車両ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾄ

60 60 片山 裕貴 愛知県 名城大学ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ

61 61 菱沼 雅大 愛知県 ｺﾒｯﾄｶﾄｳﾋｼﾇﾏ ﾏｻﾋﾛ

62 62 加藤 健二 愛知県ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ

63 63 奥村 遼 愛知県ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳ

64 64 奥村 岳 愛知県ｵｸﾑﾗ ｶﾞｸ

65 65 梅村 友輔 京都府ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｽｹ

66 66 冨田 竜平 愛知県 JR東日本ﾄﾐﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

67 67 伊藤 和祥 愛知県 YYYﾗﾝﾅｰｽﾞｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ

68 68 木下 翔太郎 愛知県 ﾁｰﾑSTAY DREAMｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ

69 69 大澤 宏貴 愛知県 安城高校ｵｵｻﾜ ﾋﾛｷ

70 70 永坂 博登 愛知県 碧南南中学校ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛﾄ

71 71 斉藤 岳 富山県 桜井高校ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ

72 72 鈴木 涼也 愛知県 無所属

73 73 伊藤 敏 岡山県ｲﾄｳ ｻﾄｼ
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