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10km 男子40歳代

2017/01/03

1 2201 名古 公一 静岡県 天竜でんでん虫ﾅｺﾞ ｺｳｲﾁ

2 2202 今泉 利教 北海道 道ﾏﾗｿﾝｸｲﾏｲｽﾞﾐ ﾄｼﾉﾘ

3 2203 山田 博司 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

4 2204 鈴木 浩二 愛知県 勇哲会ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ

5 2205 伊野 裕之 愛知県 幸田KKCｲﾉ ﾋﾛﾕｷ

6 2206 平野 康洋 愛知県 ｴﾝｼﾞﾝ技術部ﾋﾗﾉ ﾔｽﾋﾛ

7 2207 古田 巨光 愛知県ﾌﾙﾀ ｷﾖﾃﾙ

8 2208 小林 博文 愛知県 小林産婦人科Rｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ

9 2209 宮木 健一 愛知県ﾐﾔｷ ｹﾝｲﾁ

10 2210 矢野 高光 愛知県 前田BBQﾔﾉ ﾀｶﾐﾂ

11 2211 村本 隆之 愛知県 横浜ｺﾞﾑｼﾞｮｸﾞﾑﾗﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

12 2212 広森 康宏 東京都ﾋﾛﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ

13 2213 佐藤 武男 愛知県ｻﾄｳ ﾀｹｵ

14 2214 寺尾 有喜 愛知県ﾃﾗｵ ｱﾘﾖｼ

15 2215 高橋 宏和 愛知県 FTGW48ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ

16 2216 亘 泰夫 岐阜県ﾜﾀﾙ ﾔｽｵ

17 2217 山下 晃信 愛知県ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾉﾌﾞ

18 2218 服部 敦 愛知県 安城快足ACﾊｯﾄﾘ ｱﾂｼ

19 2219 山田 耕司 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

20 2220 遠藤 誠 愛知県ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ

21 2221 滝川 祐 愛知県ﾀｷｶﾜ ﾕｳ

22 2222 山崎 芳敬 愛知県 PJ151ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ

23 2223 稲垣 芳隆 福井県 日東ｼﾝｺｰｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾀｶ

24 2224 柴田 真紀 愛知県ｼﾊﾞﾀ ﾏｷ

25 2225 磯部 敏満 愛知県 TPACｲｿﾍﾞ ﾄｼﾐﾂ

26 2226 廣瀬 亘 愛知県ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ

27 2227 藤城 和成 愛知県ﾌｼﾞｼﾛ ｶｽﾞﾅﾘ

28 2228 石塚 伸夫 愛知県ｲｼﾂﾞｶ ﾉﾌﾞｵ

29 2229 山下 慎一 愛知県 AACﾁｰﾑ8ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｲﾁ

30 2230 田中 大輝 愛知県ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ

31 2231 磯村 英克 愛知県 ｴﾝｼﾞﾝ技術部ｲｿﾑﾗ ﾋﾃﾞｶﾂ

32 2232 田中 暢彦 三重県 津親和ｸﾗﾌﾞﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾋｺ

33 2233 外山 雄一郎 愛知県ﾄﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ

34 2234 齊木 治 愛知県 さいきんぐだむｻｲｷ ｵｻﾑ

35 2235 濱田 勲 愛知県ﾊﾏﾀﾞ ｲｻｵ

36 2236 中野 正人 愛知県 安城南高校ﾅｶﾉ ﾏｻﾄ

37 2237 三上 智春 愛知県 走!兄弟ﾐｶﾐ ﾁﾊﾙ

38 2238 金子 智 愛知県ｶﾈｺ ｻﾄﾙ

39 2239 伊東 佳昭 愛知県ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ

40 2240 石田 顕司 愛知県 ﾗﾝｱｯﾌﾟｲｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

41 2241 村松 道征 愛知県ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾕｷ

42 2242 竹内 慎 愛知県ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ

43 2243 加藤 友康 愛知県 肉体酷使部ｶﾄｳ ﾄﾓﾔｽ

44 2244 英 知行 愛知県ﾊﾅﾌﾞｻ ﾄﾓﾕｷ

45 2245 田中 一典 愛知県ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ

46 2246 入谷 高広 愛知県ｲﾘﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ

47 2247 表木 大作 愛知県 おんざ･ろｰどﾋｮｳｷ ﾀﾞｲｻｸ

48 2248 大野 琢也 愛知県ｵｵﾉ ﾀｸﾔ

49 2249 市川 善規 愛知県 若駒会ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾉﾘ

50 2250 鈴木 基彦 静岡県 若駒会ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋｺ
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51 2251 神谷 健一 愛知県 若駒会ｶﾐﾔ ｹﾝｲﾁ

52 2252 加藤 真樹 愛知県 若駒会ｶﾄｳ ﾏｷ

53 2253 榊原 太一 愛知県 若駒会ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ

54 2254 西尾 和磨 愛知県 ちいむ大高台ﾆｼｵ ｶｽﾞﾏ

55 2255 伊藤 雄三 愛知県ｲﾄｳ ﾕｳｿﾞｳ

56 2256 浅野 英児 愛知県ｱｻﾉ ｴｲｼﾞ

57 2257 神谷 俊英 富山県 さかなのくにｶﾐﾔ ﾄｼﾋﾃﾞ

58 2258 山田 英将 兵庫県ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ

59 2259 金澤 輝 愛知県ｶﾅｻﾞﾜ ｱｷﾗ

60 2260 加藤 浩二 愛知県 安城西部RCｶﾄｳ ｺｳｼﾞ

61 2261 松下 一行 愛知県ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ

62 2262 近藤 哲生 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾂｵ

63 2263 柴田 悟 愛知県ｼﾊﾞﾀ ｻﾄﾙ

64 2264 杉田 健太郎 愛知県ｽｷﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

65 2265 稲垣 建志 愛知県 ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ明美ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾂｼ

66 2266 小島 延之 愛知県ｺｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ

67 2267 神原 生賢 大阪府 きつね3ｶﾝﾊﾞﾗ ｲｸｶﾀ

68 2268 籔本 秀行 三重県ﾔﾌﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ

69 2269 岡田 米胤 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾖﾈﾂｸﾞ

70 2270 大嶋 英樹 愛知県ｵｵｼﾏ ﾋﾃﾞｷ

71 2271 松井 卓也 愛知県 dojaxﾏﾂｲ ﾀｸﾔ

72 2272 鈴木 久博 愛知県ｽｽﾞｷ ﾋｻﾋﾛ

73 2273 山本 泰啓 愛知県 PJ123ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

74 2274 土屋 直人 愛知県ﾂﾁﾔ ﾅｵﾄ

75 2275 早津 哲也 岐阜県 TPRﾊﾔﾂ ﾃﾂﾔ

76 2276 手島 泰広 愛知県 かがやき税理士ﾃｼﾏ ﾔｽﾋﾛ

77 2277 中根 裕司 愛知県 三秀会ﾅｶﾈ ﾕｳｼﾞ

78 2278 山口 公一 愛知県 走･行･棟!ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ

79 2279 川端 祥司 愛知県ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｮｳｼﾞ

80 2280 山崎 興一 愛知県ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ

81 2281 山本 信大 静岡県 ﾗｯﾌﾟﾀｲﾑﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ

82 2282 谷崎 敦彦 愛知県 ｼﾝｶﾀﾆｻﾞｷ ｱﾂﾋｺ

83 2283 谷本 光司 三重県ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｼﾞ

84 2284 松下 敦也 和歌山県ﾏﾂｼﾀ ｱﾂﾔ

85 2285 小林 裕幸 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

86 2286 村越 好晴 愛知県 ｷﾗｱｽﾘｰﾄﾑﾗｺｼ ﾖｼﾊﾙ

87 2287 大谷 隆之 東京都ｵｵﾀﾆ ﾀｶﾕｷ

88 2288 丹下 庄作 愛知県ﾀﾝｹﾞ ｼｮｳｻｸ

89 2289 江口 浩二 愛知県ｴｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ

90 2290 北川 豊 愛知県ｷﾀｶﾞﾜ ﾕﾀｶ

91 2291 鈴村 順司 愛知県ｽｽﾞﾑﾗ ｼﾞﾕﾝｼﾞ

92 2292 石蔵 光司 愛知県 KSTCｲｼｸﾗ ｺｳｼﾞ

93 2293 小川 友好 愛知県ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾖｼ

94 2294 鈴木 健二 愛知県 JAあいち中央ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ

95 2295 上原 光二 富山県ｳｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ

96 2296 二村 和孝 愛知県 岡崎市役所ﾆﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ

97 2297 中島 成泰 愛知県ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾘﾔｽ

98 2298 神谷 雅人 愛知県 ｱｲｼﾝｶﾐﾔ ﾏｻﾋﾄ

99 2299 古川 裕二 愛知県ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｼﾞ

100 2300 村松 陽和 愛知県ﾑﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ
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101 2301 千田 徹 愛知県ｾﾝﾀﾞ ﾄｵﾙ

102 2302 渡辺 恭治 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｼﾞ

103 2303 鈴木 良宏 愛知県ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ

104 2304 市川 博 愛知県ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ

105 2305 宮川 健 愛知県ﾐﾔｶﾜ ｹﾝ

106 2306 真杉 雅由 愛知県ﾏｽｷﾞ ﾏｻﾖｼ

107 2307 岩田 義和 愛知県ｲﾜﾀ ﾖｼｶｽﾞ

108 2308 真杉 徹也 愛知県ﾏｽｷﾞ ﾃﾂﾔ

109 2309 小塚 欣也 愛知県ｺﾂﾞｶ ｷﾝﾔ

110 2310 太田 武志 愛知県ｵｵﾀ ﾀｹｼ

111 2311 小笠原 幹 愛知県ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｷ

112 2312 稲垣 幹治 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ﾐｷﾊﾙ

113 2313 小島 弘充 埼玉県ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ

114 2314 河合 信晴 静岡県 Honda-RCｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾊﾙ

115 2315 諏方 康宏 愛知県 ｺｯｺｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｽﾜ ﾔｽﾋﾛ

116 2316 福島 剛 愛知県ﾌｸｼﾏ ｺﾞｳ

117 2317 吉澤 信吾 愛知県 FTSﾖｼｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ

118 2318 本間 隆文 愛知県ﾎﾝﾏ ﾀｶﾌﾐ

119 2319 杉浦 義彦 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼﾋｺ

120 2320 吉田 勝雄 愛知県ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｵ

121 2321 宮崎 正彦 愛知県 北稜会ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ

122 2322 森山 修 愛知県 安城特別支援学校OBﾓﾘﾔﾏ ｵｻﾑ

123 2323 河合 泰 愛知県ｶﾜｲ ﾔｽｼ

124 2324 高見 元之 愛知県ﾀｶﾐ ﾓﾄﾕｷ

125 2325 近藤 慎二 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ

126 2326 伊森 勝彦 愛知県ｲﾓﾘ ｶﾂﾋｺ

127 2327 稲垣 順彦 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾋｺ

128 2328 深津 三和夫 愛知県ﾌｶﾂ ﾐﾜｵ

129 2329 木村 正樹 愛知県ｷﾑﾗ ﾏｻｷ

130 2330 嶋崎 敏樹 石川県ｼﾏｻﾞｷ ﾄｼｷ

131 2331 福永 浩幸 愛知県ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

132 2332 原田 広文 愛知県 ﾄﾖﾀ紡織ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

133 2333 近藤 晶 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ

134 2334 加藤 金市 静岡県 RC細江ｶﾄｳ ｷﾝｲﾁ

135 2335 黒柳 匡宏 愛知県ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾋﾛ

136 2336 関口 智也 愛知県ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
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