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1 2357 石橋 貢 愛知県 白沢走遊会ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾂｸﾞ

2 2358 竹内 銀五 愛知県 六六寅卯走風会ﾀｹｳﾁ ｷﾞﾝｺﾞ

3 2359 小栗 一夫 愛知県ｵｸﾞﾘ ｶｽﾞｵ

4 2360 小林 薫 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ

5 2361 太田 章 愛知県ｵｵﾀ ｱｷﾗ

6 2362 都築 幸夫 愛知県 幸田走ろう会ﾂﾂﾞｷ ﾕｷｵ

7 2363 馬場 哲 愛知県 三好走ろう会ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾂ

8 2364 伊藤 弘行 愛知県ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

9 2365 柴田 浩一 大阪府 緑ヶ丘小学校ｼﾊﾞﾀ ｺｳｲﾁ

10 2366 加藤 康夫 三重県ｶﾄｳ ﾔｽｵ

11 2367 加藤 正志 愛知県 西尾走友会ｶﾄｳ ﾏｻｼ

12 2368 酒井 伸明 愛知県 愛歯ｻｶｲ ﾉﾌﾞｱｷ

13 2369 富田 清治 愛知県 南山園ﾄﾐﾀ ｾｲｼﾞ

14 2370 中村 啓二 愛知県 安原ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾅｶﾑﾗ ｹｲｼﾞ

15 2371 和田 健治 三重県ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

16 2372 長谷川 守 愛知県ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ

17 2373 中根 英雄 愛知県 伊藤ﾊﾑﾅｶﾈ ﾋﾃﾞｵ

18 2374 豊川 稔 愛知県 東洋産業ﾄﾖｶﾜ ﾐﾉﾙ

19 2375 山本 嘉昭 静岡県 浜名湖競艇ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ

20 2376 佐藤 貢一郎 愛知県 ろくでなしｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 事前発送

21 2377 山本 清司 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖｼ

22 2378 石川 吉隆 愛知県 ﾀｶﾀﾅｲｼｶﾜ ﾖｼﾀｶ

23 2379 浅岡 伸夫 愛知県ｱｻｵｶ ﾉﾌﾞｵ

24 2380 秋山 雅彦 愛知県ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾋｺ

25 2381 大河内 信之 愛知県ｵｵｺｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ

26 2382 鳥居 克行 愛知県 知立市歯科医師会ﾄﾘｲ ｶﾂﾕｷ

27 2383 浅田 恭平 愛知県ｱｻﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

28 2384 柴田 教男 愛知県ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘｵ

29 2385 辰巳 正明 滋賀県 名古屋税関ﾀﾂﾐ ﾏｻｱｷ

30 2386 高橋 稔 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ

31 2387 稲吉 雅志 愛知県 ｷｬｯﾁｲﾅﾖｼ ﾏｻｼ 事前発送

32 2388 伊藤 譲 静岡県ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾙ 事前発送

33 2389 宮 一朗 愛知県 ﾋﾟﾉｸﾗﾌﾞﾐﾔ ｲﾁﾛｳ

34 2390 渡辺 理 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 事前発送

35 2391 佐竹 敦 愛知県ｻﾀｹ ｱﾂｼ

36 2392 平川 好己 愛知県 YYY変な爺ﾋﾗｶﾜ ﾖｼﾐ

37 2393 西山 照男 愛知県 走るの大好きRCﾆｼﾔﾏ ﾃﾙｵ

38 2394 竹下 哲志 愛知県ﾀｹｼﾀ ｻﾄｼ

39 2395 後藤 明伸 愛知県 岡崎中総RCｺﾞﾄｳ ｱｷﾉﾌﾞ

40 2396 水本 久米雄 愛知県 安城西部RCﾐｽﾞﾓﾄ ｸﾒｵ

41 2397 坂田 肇 静岡県ｻｶﾀ ﾊｼﾞﾒ 事前発送

42 2398 坂本 義広 愛知県ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

43 2399 星野 直俊 愛知県ﾎｼﾉ ﾅｵﾄｼ

44 2400 開田 稔 愛知県ｶｲﾀﾞ ﾐﾉﾙ

45 2401 早川 善弘 愛知県ﾊﾔｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 事前発送

46 2402 榎本 豊 愛知県ｴﾉﾓﾄ ﾕﾀｶ

47 2403 大木 政夫 愛知県ｵｵｷ ﾏｻｵ

48 2404 伊藤 隆啓 静岡県ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 事前発送

49 2405 鵜飼 喜久男 愛知県 西尾楽走会ｳｶｲ ｷｸｲ

50 2406 中島 久人 愛知県ﾅｶｼﾏ ﾋｻﾄ
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51 2407 宮林 延宏 愛知県ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

52 2408 鈴木 光雄 愛知県ｽｽﾞｷ ﾐﾂｵ

53 2409 加藤 弘道 愛知県 ﾄﾖﾀRRCｶﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ

54 2410 村上 勝一 愛知県ﾑﾗｶﾐ ｶﾂｲﾁ

55 2411 神谷 幸男 愛知県 ごろにゃんずｶﾐﾔ ﾕｷｵ

56 2412 牛田 和彦 愛知県ｳｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

57 2413 新久保 正巳 三重県ｼﾝｸﾎﾞ ﾏｻﾐ

58 2414 都築 正典 愛知県ﾂﾂﾞｷ ﾏｻﾉﾘ

59 2415 小池 親一郎 東京都 ｴｱﾛじゃ!ｺｲｹ ｼﾝｲﾁﾛｳ

60 2416 石川 弘之 愛知県 安城西部RCｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ

61 2417 杉浦 修 愛知県 安城ﾏｲﾍﾟｰｽｽｷﾞｳﾗ ｵｻﾑ

62 2418 渥美 昇 愛知県 安城西部RCｱﾂﾐ ﾉﾎﾞﾙ

63 2419 尾崎 久美 愛知県ｵｻﾞｷ ﾋｻﾐ

64 2420 野間 修 愛知県ﾉﾏ ｵｻﾑ

65 2421 栗島 栄市 静岡県 はるのRCｸﾘｼﾏ ｴｲｲﾁ

66 2422 永田 春雄 愛知県 幸田走ろう会ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｵ

67 2423 鈴木 昌司 神奈川県ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ

68 2424 髙山 俊明 愛知県 名駅前走友会ﾀｶﾔﾏ ﾄｼｱｷ

69 2425 平野 一光 愛知県 ひらの鍼灸治療室ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾐﾂ

70 2426 鈴木 和憲 愛知県ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 事前発送

71 2427 伊藤 和祥 愛知県 YYYﾗﾝﾅｰｽﾞｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ

72 2428 山田 勝男 愛知県 西尾走友会ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂｵ

73 2429 山本 浩士 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

74 2430 小島 竹男 愛知県ｺｼﾞﾏ ﾀｹｵ

75 2431 長谷川 清弘 愛知県 完走ねらいﾊｾｶﾞﾜ ｷﾖﾋﾛ 事前発送

76 2432 片桐 康晴 愛知県ｶﾀｷﾞﾘ ﾔｽﾊﾙ

77 2433 嘉瀬 洋一 愛知県 東海ﾏﾗﾆｯｸｶｾ ﾖｳｲﾁ

78 2434 松井 宗太郎 愛知県 ﾄﾖ車OBﾏﾂｲ ｿｳﾀﾛｳ

79 2435 岡本 勝美 愛知県 天白川走友会ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾐ

80 2436 神谷 恒徳 愛知県 和泉一番会ｶﾐﾔ ﾂﾈﾉﾘ

81 2437 神谷 昌史 愛知県ｶﾐﾔ ﾏｻﾁｶ

82 2438 山本 睦生 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾂｵ

83 2439 伊藤 八郎 愛知県ｲﾄｳ ﾊﾁﾛｳ

84 2440 宮地 与志己 愛知県 SANN-POﾐﾔﾁ ﾖｼﾐ

85 2441 山岡 郁雄 愛知県 岡崎中総RCﾔﾏｵｶ ｲｸｵ

86 2442 阿部 雅信 愛知県 走健美者3rdｱﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

87 2443 池谷 善二 愛知県ｲｹﾔ ﾖｼﾂｸﾞ

88 2444 柴田 康弘 愛知県 ｲﾅｶﾐﾁｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ

89 2445 中西 正明 愛知県ﾅｶﾆｼ ﾏｻｱｷ

90 2446 青野 一也 静岡県 Elk Groveｱｵﾉ ｶｽﾞﾔ

91 2447 澤 忠三 愛知県 西尾走友会ｻﾜ ﾁｭｳｿﾞｳ

92 2448 壁谷 清孝 愛知県 AKB村田HTCｶﾍﾞﾔ ｷﾖﾀｶ

93 2449 斉藤 謙二 愛知県 稲沢走友会ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ

94 2450 牧村 邦男 愛知県ﾏｷﾑﾗ ｸﾆｵ

95 2451 杉山 萬生 愛知県ｽｷﾞﾔﾏ ｲｸｵ

96 2452 伊藤 寿 愛知県 ASACｲﾄｳ ﾋｻｼ

97 2453 山下 正人 愛知県ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ

98 2454 小林 新録 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾛｸ 事前発送

99 2455 鈴木 伸彦 愛知県ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ

100 2456 水谷 茂 愛知県ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｹﾞﾙ

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2018/12/06/. TIME: 22:17. page2



EntryList9:00Start Time :

 Pos BIB DIS TEAMNAME

12部10km男子60歳以上

2018/07/22

101 2457 杉本 浩造 静岡県ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ
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