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1 ﾆｼﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ 愛知県 TTﾗﾝﾅｰｽﾞ西原 寿弘2001

2 ﾀﾏｻﾞﾜ ﾋﾛﾖｼ 愛知県玉澤 宏悦2002

3 ﾜﾀﾗｲ ﾀﾂﾔ 愛知県 ttﾗﾝﾅｰｽﾞ渡会 竜也2003

4 ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 愛知県田中 隼2004

5 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾙ 愛知県 ﾄﾖﾀ自動車株式会社橋本 健2005

6 ｼﾏﾉ ｾｲｼﾞ 愛知県嶋野 誠司2006

7 ﾈｶﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 愛知県 日東電工ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ根上 和也2007

8 ｵｵﾊﾞ ｺｳｼﾞ 愛知県大場 康司2008

9 ﾏｷｲ ﾄﾓﾔ 愛知県 三菱自動車牧井 智哉2009

10 ﾎｼﾉ ﾏｻﾉﾘ 愛知県 DAS星野 真範2010

11 ｵﾔｲﾂﾞ ｱｷﾗ 愛知県小柳津 享2011

12 ｵｵｸﾞｼ ｹﾝｲﾁ 愛知県 水大串 憲市2012

13 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾙｶｽﾞ 愛知県中村 晃和2013

14 ｻｸﾗｲ ﾀﾂﾔ 愛知県櫻井 達也2014

15 ｲﾄｳ ﾑﾈﾉﾘ 愛知県伊藤 宗倫2015

16 ﾀｶｶｲ ﾏｻﾄ 愛知県高階 正人2016

17 ﾎｿｴ ｹﾝｼﾞ 岐阜県細江 健二2017

18 ｵｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 愛知県 杉山小PTA尾上 潤2018

19 ﾋﾗﾊﾗ ｹﾝﾀ 愛知県 ﾄﾋﾟｰ工業平原 健太2019

20 ﾋﾀﾞ ﾀｸﾏ 愛知県肥田 拓真2020

21 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 愛知県山本 裕隆2021

22 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾔ 愛知県 ﾁｰﾑｺﾞｰﾔｰ大谷 友哉2022

23 ﾀﾅｶ ｶｲ 愛知県田中 甲斐2023

24 ﾅﾙｾ ﾋｻﾖｼ 愛知県成瀬 久義2024

25 ｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 静岡県 TEAM300香川 琉太2025

26 ｵｵｽｶ ｺｳﾍｲ 愛知県大須賀 康平2026

27 ｸﾏｻﾞﾜ ﾓﾘｱｷ 愛知県 医療法人 積善会熊澤 盛晃2027

28 ｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 愛知県 豊丘伊藤 洋平2028

29 ﾐﾔﾜｷ ｼﾝﾔ 東京都 湖西ｱﾒﾆﾃｨｽﾞ宮脇 晋哉2029

30 ｳｴﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 静岡県 湖西ｱﾒﾆﾃｨｽﾞ上村 智大2030

31 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 静岡県 湖西ｱﾒﾆﾃｨｽﾞ齊藤 圭佑2031

32 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 静岡県 湖西ｱﾒﾆﾃｨｽﾞ清水 啓太2032

33 ﾐｷﾞｼﾏ ｺｳｷ 静岡県 TEAM300右島 滉基2033

34 ﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾀ 静岡県 TEAM300田辺 風汰2034

35 ｵﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 愛知県 MKFﾗﾝﾆﾝｸﾞｽｸｰﾙ小野田 一祥2035

36 ﾋｻﾀﾞ ﾃﾙﾀｶ 愛知県久田 照喬2036

37 ﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾋｻ 愛知県野口 敏久2037

38 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県鈴木 宏和2038

39 ﾀｶﾔﾏ ﾄｼﾌﾐ 愛知県高山 稔史2039

40 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 愛知県鈴木 翔太2040

41 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀ 愛知県鈴木 隆太2041

42 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 愛知県 豊丘鈴木 康平2042

43 ｵﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県 ｵﾉﾂﾁ小野 裕一郎2043

44 ﾏｼﾏ ﾋﾛｼ 愛知県 チームステップ眞島 啓至2044

45 ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 愛知県佐藤 朋行2045

46 ﾊﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ 愛知県濱田 清二2046

47 ｲﾏｷﾀ ﾋﾛｼ 愛知県 熊ｺﾞﾛｰ今北 博2047

48 ﾀﾂ ｼｮｳｲﾁ 愛知県達 正一2048

49 ｴｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 愛知県江口 豊2049

50 ｵｸﾉ ﾏｻｶｽﾞ 愛知県 泉州電業TRC奥野 正和2050
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51 ﾆｼｲ ﾘｮｳ 愛知県 泉州電業TRC西井良 にしいり2051

52 ﾊﾗ ﾔｽﾋｺ 愛知県 泉州電業TRC原 泰彦2052

53 ｶﾅｲ ﾀｸﾔ 愛知県金井 拓哉2053

54 ﾖｼﾀｹ ｶｽﾞﾋｻ 愛知県 (株)アイセロ吉武 和久2054

55 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝﾄ 愛知県 豊橋市役所杉浦 健斗2055

56 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｵ 愛知県清水 俊男2056

57 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 愛知県鈴木 達也2057

58 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 愛知県林 遼介2058

59 ｵｷﾞﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 愛知県 TTﾗﾝﾅｰｽﾞ荻野 駿平2059

60 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ 愛知県桂川 孔明2060

61 ｿﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖｼ 愛知県園田 英義2061

62 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼｵ 愛知県 ｴﾝｼﾞﾝ宮崎 好生2062

63 ｵﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 ｵﾉﾂﾁ小野 健太郎2063

64 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾏｻ 愛知県大林 千将2064

65 ｵｶﾀﾞ ｶﾞｸﾄ 愛知県岡田 岳人2065

66 ｱｽﾞﾏ ﾀｶｼ 愛知県東 高志2066

67 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 福井県中嶋 祐也2067

68 ｷﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県木藤 直樹2068

69 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾋｺ 愛知県 ﾁｰﾑ前芝OB市川 智彦2069

70 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 愛知県松本 渚碧2070

71 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 静岡県 井村屋ﾌｰｽﾞ株式会社高田 友和2071

72 ﾓﾘﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 愛知県 井村屋ﾌｰｽﾞ株式会社森山 晃弘2072

73 ﾅｶｼﾀ ｼﾝｲﾁ 愛知県 井村屋ﾌｰｽﾞ株式会社中下 真一2073

74 ﾏﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 静岡県 井村屋ﾌｰｽﾞ株式会社真鍋 忠寛2074

75 ｲｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 井村屋ﾌｰｽﾞ株式会社石本 准也2075

76 ﾐｽﾞﾉ ﾘｷﾄ 愛知県水野 力斗2076

77 ｶﾜｾ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛知県川瀬 慎一朗2077

78 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾏｻ 愛知県鈴木 紀公2078

79 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｶﾄﾞ 愛知県望月 政門2079

80 ｵｵﾉ ｺｳｻｸ 愛知県 にしじまっくす大野 孝策2080

81 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛知県 にしじまっくす鈴木 隼人2081

82 ｱｵｷ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 にしじまっくす青木 吉宏2082

83 ｻｶｲ ﾄｼﾅﾘ 愛知県 にしじまっくす酒井 敏成2083

84 ﾌｸﾊﾗ ﾓﾄｷ 愛知県 にしじまっくす福原 幹2084

85 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県 にしじまっくす中村 賢史2085

86 ｼﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 愛知県 CREW神藤 善行2086

87 ｶﾒﾀﾞ ﾃﾙｵ 愛知県 オーエスジー陸上部亀田 晃生2087

88 ﾅｶﾔﾏ ﾂｶｻ 愛知県中山 司2088

89 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾀ 愛知県 大興運輸村松 優多2089

90 ｽｷﾞﾉ ﾕｳｷ 愛知県杉野 雄基2090

91 ｷﾄﾞﾜｷ ｶﾂ 愛知県木戸脇 克2091

92 ﾌﾙﾀ ﾀﾂﾔ 愛知県古田 達也2092

93 ｻｷﾞﾓﾘ ｶﾂﾕｷ 愛知県鷺森 勝之2093

94 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 静岡県伊藤 佑樹2094

95 ﾊﾀ ｺｳﾍｲ 愛知県畠 昂平2095

96 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾋｺ 愛知県柴田 昌彦2096

97 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 愛知県伊藤 稜平2097

98 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾀ 愛知県中島 隆太2098

99 ﾏｷ ﾌﾐｱｷ 愛知県槇 文昭2099

100 ﾋﾗﾔｽ ｼｮｳﾀ 愛知県平安 将大2100
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101 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ 愛知県石川 拓実2101

102 ｵｻﾞﾜ ﾃﾂｵ 愛知県小澤 哲生2102

103 ﾏｷﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 (公社)豊橋市シルバー人材センター牧野 健太朗2103

104 ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾛﾀｶ 愛知県 図書館の人平松 弘貴2104

105 ｵｵﾀｹ ﾔｽﾋﾛ 愛知県大竹 康仁2105

106 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 愛知県小林 亨2106

107 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 愛知県河井 誠2107

108 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ 愛知県鈴木 善之2108

109 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾀｶ 愛知県山本 英孝2109

110 ﾅｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 愛知県 ﾄﾖﾀ中田 義仁2110

111 ｵｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 愛知県尾崎 有司2111

112 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 愛知県若林 高志2112

113 ｱｵｷ ﾕｳｷ 愛知県青木 勇樹2113

114 ｶﾜｲ ｻﾄｼ 愛知県 可知病院河合 聡2114

115 ｵｸﾞﾗ ﾏｽﾐ 愛知県小倉 真澄2115

116 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾋﾛ 愛知県 ｱｸｱﾘｰﾅ豊橋近藤 篤裕2116

117 ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 愛知県 ｱｸｱﾘｰﾅ豊橋高山 大輝2117

118 ｳｼﾞﾊﾗ ﾀｶﾋﾄ 愛知県氏原 崇人2118

119 ﾀｶｽ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県髙須 健太郎2119

120 ﾌｸｲ ﾕｳｷ 愛知県福井 雄喜2120

121 ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 愛知県 TWRC岡田 慎平2121

122 ｱｶｶﾞﾜ ﾀｹｼ 愛知県赤川 武2122

123 ﾐﾔﾁ ｻﾄｼ 愛知県宮地 智司2123

124 ﾃﾗｼﾏ ｾｲｼﾞ 愛知県 協豊製作所寺嶋 誠二2124

125 ｶﾜｾ ﾕｳﾀ 愛知県川瀬 祐太2125

126 ｺﾞｳｷﾞ ﾔｽｱｷ 愛知県合木 康晶2126

127 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県鈴木 秀知2127

128 ｼﾗｲ ﾄﾓｱｷ 愛知県白井 智章2128

129 ｲﾄｳ ｷﾐｶｽﾞ 愛知県伊藤 公一2129

130 ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾔ 愛知県工藤 喬哉2130

131 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾊﾙ 愛知県 有楽製菓株式会社岡本 智晴2131

132 ｽｽﾞｷ ｾｲﾉｼﾝ 静岡県 TEAM300鈴木 晴之進2291
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