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10.2km 男子50歳代

2018/01/03

事前発送

1 2246 藤田 義夫 愛知県ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｵ

2 2247 堀 靖展 神奈川県ﾎﾘ ﾔｽﾉﾌﾞ

3 2248 小野田 賀津夫 静岡県 浜松ﾎﾄﾆｸｽｵﾉﾀﾞ ｶｽﾞｵ

4 2249 八木 俊治 愛知県ﾔｷﾞ ﾄｼﾊﾙ

5 2250 松見 一郎 愛知県 庄内RTﾏﾂﾐ ｲﾁﾛｳ

6 2251 中根 英俊 愛知県ﾅｶﾈ ﾋﾃﾞﾄｼ

7 2252 伊野 裕之 愛知県 幸田KKCｲﾉ ﾋﾛﾕｷ

8 2253 豊田 博土 愛知県 豊橋楽走連ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ

9 2254 黒林 徹 埼玉県ｸﾛﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ

10 2255 岡田 慎治 神奈川県ｵｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

11 2256 山野 一朗 静岡県ﾔﾏﾉ ｲﾁﾛｳ

12 2257 稲垣 竹彦 愛知県 安城快足ACｲﾅｶﾞｷ ﾀｹﾋｺ

13 2258 斎藤 茂樹 愛知県 西尾市ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｷ

14 2259 和田 健治 三重県ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

15 2260 佐藤 武男 愛知県ｻﾄｳ ﾀｹｵ

16 2261 杉浦 晃 神奈川県ｽｷﾞｳﾗ ｱｷﾗ

17 2262 畔柳 伸行 愛知県ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

18 2263 亀井 智貴 愛知県 百花繚･RUNｶﾒｲ ﾄﾓﾀｶ

19 2264 塩島 匡信 長野県ｼｵｼﾞﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ

20 2265 間瀬 守人 愛知県 亀崎ACﾏｾ ﾓﾘﾋﾄ

21 2266 関 雅仁 愛知県 亀崎ACｾｷ ﾏｻﾋﾄ

22 2267 横田 修一 愛知県ﾖｺﾀ ｼｭｳｲﾁ

23 2268 石川 靖洋 愛知県ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ

24 2269 松尾 聡 愛知県ﾏﾂｵ ｻﾄｼ

25 2270 石原 聖治 愛知県 白壁ﾗﾝﾅｰｽﾞｲｼﾊﾗ ｾｲｼﾞ 事前発送

26 2271 柘植 隆嗣 愛知県 ｶﾘﾂｰ駅伝部ﾂｹﾞ ﾀｶﾂｸﾞ

27 2272 吉川 博昭 三重県 ARRT/GSDF久居ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 事前発送

28 2273 山本 公俊 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄｼ

29 2274 鈴木 伸彦 愛知県ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ

30 2275 磯村 英克 愛知県 ｴﾝｼﾞﾝ技術部ｲｿﾑﾗ ﾋﾃﾞｶﾂ

31 2276 横田 博和 富山県ﾖｺﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 事前発送

32 2277 杉浦 秀則 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ

33 2278 杉浦 秀利 愛知県 ｶｰﾓｽﾄｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ

34 2279 三上 智春 愛知県 走兄弟ﾐｶﾐ ﾁﾊﾙ

35 2280 相磯 孝徳 愛知県 さっさと走ﾗﾝ会ｱｲｿ ﾀｶﾉﾘ

36 2281 横山 雅訳 静岡県 ﾁｰﾑこっちゃんﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ

37 2282 鈴木 和彦 愛知県ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ

38 2283 市川 浩勝 愛知県 中部電力(株)ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｶﾂ

39 2284 粟野 一樹 愛知県 中央電気工事ｱﾜﾉ ｶｽﾞｷ

40 2285 塚田 貢 愛知県ﾂｶﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ

41 2286 浅見 昌克 静岡県ｱｻﾐ ﾏｻｶﾂ 事前発送

42 2287 中村 亮介 愛知県 ﾘｯﾌﾟﾙﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

43 2288 玉衛 浩二 愛知県ﾀﾏｴ ｺｳｼﾞ

44 2289 神谷 亨 愛知県 RKKｶﾐﾔ ｱｷﾗ

45 2290 加藤 智 愛知県ｶﾄｳ ｻﾄﾙ

46 2291 荘田 喜治 愛知県ｼｮｳﾀﾞ ﾖｼｼﾞ

47 2292 矢頭 裕二 愛知県ﾔﾄｳ ﾕｳｼﾞ

48 2293 今泉 英幸 愛知県 元ﾈﾊﾞｷﾞﾌｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ

49 2294 三島 勉 愛知県ﾐｼﾏ ﾂﾄﾑ 事前発送

50 2295 山崎 隆博 愛知県ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ
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51 2296 日置 陽一 愛知県 ｶｼｵﾋｵｷ ﾖｳｲﾁ

52 2297 小田 享伸 愛知県ｵﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ

53 2298 岡田 裕明 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

54 2299 鈴木 弘幸 愛知県ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ

55 2300 石川 雅彦 愛知県ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋｺ

56 2301 丹下 庄作 愛知県ﾀﾝｹﾞ ｼｮｳｻｸ

57 2302 内藤 亜基道 静岡県 NｰRCﾅｲﾄｳ ｱｷﾐﾁ

58 2303 卯田 幸生 愛知県ｳﾀﾞ ｻﾁｵ

59 2304 江場 大時 愛知県ｴﾊﾞ ﾀﾞｲｼﾞ

60 2305 永井 弘明 愛知県ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｱｷ

61 2306 大美 睦美 愛知県ｵｵﾐ ﾑﾂﾐ

62 2307 石黒 洋二 神奈川県ｲｼｸﾞﾛ ﾖｳｼﾞ

63 2308 松田 雄市 愛知県 だんがんｽﾞﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

64 2309 古藤 和宏 愛知県ｺﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

65 2310 畔柳 智岐 愛知県ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾄﾓｷ

66 2311 鈴木 まさと 愛知県 走･行･棟?ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ

67 2312 井口 ｺｳｼﾞ 愛知県ｲｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ

68 2313 塚田 剛 愛知県 ｲﾉｱｯｸﾂｶﾀﾞ ﾂﾖｼ 事前発送

69 2314 村田 豊 三重県 走悟空ﾑﾗﾀ ﾕﾀｶ 事前発送

70 2315 加賀 弘二 愛知県ｶｶﾞ ｺｳｼﾞ 事前発送

71 2316 若原 靖典 愛知県ﾜｶﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 事前発送

72 2317 髙木 賢司 愛知県ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼﾞ

73 2318 内藤 剛 愛知県 左京山ﾅｲﾄｳ ﾂﾖｼ

74 2319 南藤 宏和 奈良県ﾅﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ

75 2320 神谷 卓宏 愛知県ｶﾐﾔ ﾀｸﾋﾛ

76 2321 白幡 誠一 愛知県ｼﾗﾊﾀ ｾｲｲﾁ

77 2322 加藤 友康 愛知県ｶﾄｳ ﾄﾓﾔｽ

78 2323 鈴木 良宏 愛知県ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ

79 2324 臼井 信治 愛知県ｳｽｲ ﾉﾌﾞﾊﾙ

80 2325 岡田 健一 愛知県ｵｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 事前発送

81 2326 山下 誠 石川県ﾔﾏｼﾀ ﾏｺﾄ 事前発送

82 2327 野村 和弘 愛知県 野村経営ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

83 2328 須崎 辰彦 愛知県ｽｻｷ ﾀﾂﾋｺ

84 2329 藤森 和孝 長野県 岡谷やまびこ走友会ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾀｶ

85 2330 杉浦 嘉宣 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ

86 2331 酒井 辰行 愛知県 ﾃﾚﾋﾞ愛知RCｻｶｲ ﾀﾂﾕｷ

87 2332 小林 章浩 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ

88 2333 瓜生 渉 愛知県 ﾁｰﾑ無我夢中ｳﾘｭｳ ﾜﾀﾙ

89 2334 廣瀬 亘 愛知県ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ

90 2335 山本 浩士 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

91 2336 加藤 明生 愛知県 40年会ﾗﾝﾅｰｽﾞｶﾄｳ ｱｷｵ

92 2337 藤墳 元保 愛知県ﾌｼﾞﾂｶ ﾓﾄﾔｽ

93 2338 斉藤 一也 愛知県ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ

94 2339 近藤 治郎 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾛｳ

95 2340 松波 功浩 愛知県ﾏﾂﾅﾐ ｶﾂﾋﾛ 事前発送

96 2341 稲垣 和也 愛知県 ﾄﾖﾀ衣裏RLｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞﾔ

97 2342 牧 義浩 愛知県ﾏｷ ﾖｼﾋﾛ

98 2343 壁谷 清孝 愛知県 AKB村田HTCｶﾍﾞﾔ ｷﾖﾀｶ

99 2344 斉藤 謙二 愛知県ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ

100 2345 村本 匡章 愛知県 矢西たいしんﾑﾗﾓﾄ ﾏｻｱｷ
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101 2346 寺田 孝 静岡県ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｼ

102 2347 藤本 哲史 愛知県ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾂｼ

103 2348 崎野 龍二 神奈川県ｻｷﾉ ﾘｭｳｼﾞ

104 2349 福永 浩幸 愛知県ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

105 2350 斉藤 良秋 愛知県 MaxE4RCｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ

106 2351 川嶋 亨 東京都ｶﾜｼﾏ ﾄｵﾙ

107 2352 松尾 祐喜 三重県 (株)東洋ｺﾞﾑ工業ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 事前発送

108 2353 近藤 晶 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2017/11/29/. TIME: 13:26. page3


