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1 1 阿部 敏明 埼玉県ｱﾍﾞ ﾄｼｱｷ

2 2 常世田 智明 愛知県 天神橋ﾎﾟｲﾝﾄｸﾗﾌﾞﾄｺﾖﾀﾞ ﾄﾓｱｷ

3 3 永田 浩明 東京都 川崎市陸協ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｱｷ

4 4 日比野 啓一 愛知県 愛知県庁ｸﾗﾌﾞﾋﾋﾞﾉ ｹｲｲﾁ

5 5 野末 雅仁 愛知県 ｸﾗﾌﾞR2中日本ﾉｽﾞｴ ﾏｻﾋﾄ

6 6 三谷 周平 青森県 公文国際学園陸上部ﾐﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ

7 7 加藤 康男 兵庫県 よかにせPRCｶﾄｳ ﾔｽｵ

8 8 入山 大士 愛知県 入山Fam.ｲﾘﾔﾏ ﾀｲｼﾞ

9 9 入山 和士 愛知県 入山Fam.ｲﾘﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ

10 10 高岡 善史 愛知県 空手道日新会ﾀｶｵｶ ｾﾞﾝｼ

11 11 山口 潤 愛知県 ﾄﾖﾀ試作ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

12 12 羽根 広 愛知県 半田市役所ﾊﾈ ﾋﾛｼ

13 13 伊藤 秀悟 愛知県 刈谷北高校ｲﾄｳ ｼｭｳｺﾞ

14 14 小川 直哉 愛知県ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾔ

15 15 真辺 健一 愛知県 安城快足ACﾏﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ

16 16 村手 陽一郎 愛知県ﾑﾗﾃ ﾖｳｲﾁﾛｳ

17 17 脇 徳隆 愛知県ﾜｷ ﾖｼﾀｶ

18 18 水野 裕基 愛知県ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｷ

19 19 野崎 洋平 愛知県 ｽﾜﾄﾝｸﾗﾌﾞﾉｻﾞｷ ﾖｳﾍｲ

20 20 中島 大輔 愛知県ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ

21 21 福原 伸彦 愛知県 名古屋第一日赤ﾌｸﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋｺ

22 22 河内 正輝 愛知県 三菱自動車岡崎ｶﾜｳﾁ ﾏｻｱｷ

23 23 岡出 大輝 愛知県 輝輝ぼうずｵｶﾃﾞ ﾀｲｷ

24 24 西田 周平 愛知県 JRCﾆｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ

25 25 堀井 智史 静岡県ﾎﾘｲ ｻﾄｼ

26 26 廣瀬 隆行 愛知県 ｼﾛｷﾋﾛｾ ﾀｶﾕｷ

27 27 近藤 和久 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋｻ

28 28 鈴木 将紀 愛知県 酒RUNだぁ~す!ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ

29 29 井上 圭人 愛知県 TEAM KAKERUｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾄ

30 30 吉丸 健太郎 愛知県 高岡塗装部ﾖｼﾏﾙ ｹﾝﾀﾛｳ

31 31 加藤 訓章 静岡県ｶﾄｳ ｸﾆｱｷ

32 32 加藤 久人 愛知県 裸足ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ愛知ｶﾄｳ ﾋｻﾄ

33 33 中川 真宏 愛知県 NBAﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

34 34 長谷川 祐太 愛知県 ろくさんぽﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

35 35 山嵜 貴洋 愛知県ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾋﾛ

36 36 鈴木 洋平 滋賀県ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ

37 37 藤原 直樹 愛知県ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ

38 38 柴原 誠一郎 愛知県ｼﾊﾞﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ

39 39 加藤 大基 大分県ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

40 40 間宮 秀幸 愛知県 鋼鉄魂ﾏﾐﾔ ﾋﾃﾞﾕｷ

41 41 深谷 尚則 愛知県ﾌｶﾔ ﾋｻﾉﾘ

42 42 浅井 大 愛知県 あすたまｱｻｲ ﾋﾛｼ

43 43 松本 優一 愛知県ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｲﾁ

44 44 尾崎 弘明 愛知県 おにぎりACｵｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ

45 45 舟橋 元 愛知県 いちご一会ﾌﾅﾊﾞｼ ｹﾞﾝ

46 46 阪部 友洋 北海道 旭川走友会ｻｶﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ

47 47 榊原 弘大 愛知県 ﾗﾝﾅｰｽﾞ東海ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ

48 48 岸上 真 愛知県ｷｼｶﾞﾐ ﾏｺﾄ

49 49 天野 憲人 愛知県ｱﾏﾉ ﾉﾘﾋﾄ

50 50 中村 寛亮 三重県ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ
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51 51 太田 貴之 愛知県 ﾘｯﾌﾟﾙｵｵﾀ ﾀｶﾕｷ

52 52 大空 明日登 愛知県ｵｵｿﾞﾗ ｱｷﾋﾄ

53 53 深田 俊郎 愛知県ﾌｶﾀﾞ ｼｭﾝﾛｳ

54 54 酒井 良太 愛知県ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ

55 55 近藤 高弘 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ

56 56 坂野 功治 愛知県 #NagoyaigRｻｶﾉ ｺｳｼﾞ

57 57 池亀 透 兵庫県ｲｹｶﾞﾒ ﾄｵﾙ

58 58 中村 晃 愛知県ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ

59 59 三谷 幸司 愛知県ﾐﾀﾆ ｺｳｼﾞ

60 60 笠川 康平 福井県 福井県社労士会ｶｻｶﾜ ｺｳﾍｲ

61 61 相羽 央樹 愛知県ｱｲﾊﾞ ﾋﾛｷ

62 62 伊東 良 愛知県ｲﾄｳ ﾘｮｳ

63 63 櫻井 雄介 愛知県 ﾁｰﾑ梅村ｻｸﾗｲ ﾕｳｽｹ

64 64 伊藤 太樹 愛知県ｲﾄｳ ﾀｲｷ

65 65 縣 晃一朗 愛知県ｱｶﾞﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ

66 66 廣島 健司 静岡県 よかにせﾋﾛｼﾏ ｹﾝｼﾞ

67 67 淺尾 朋幸 大阪府 走思走愛ｱｻｵ ﾄﾓﾕｷ

68 68 桃野 隆之 香川県 ﾁｰﾑ美月ﾓﾓﾉ ﾀｶﾕｷ

69 69 鶴見 峻介 愛知県 ﾁｰﾑ美月ﾂﾙﾐ ｼｭﾝｽｹ

70 70 神谷 和寛 愛知県 西尾市役所ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾋﾛ

71 71 杉浦 正明 愛知県 名城ARCｽｷﾞｳﾗ ﾏｻｱｷ

72 72 荊沢 貴之 静岡県ﾊﾞﾗｻﾜ ﾀｶﾕｷ

73 73 野村 航 愛知県ﾉﾑﾗ ﾜﾀﾙ

74 74 榮 尚則 愛知県ｻｶｴ ﾅｵﾉﾘ

75 75 長島 正佳 愛知県 豊田自動織機ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ

76 76 堀 伸嘉 三重県ﾎﾘ ﾉﾌﾞﾖｼ

77 77 村山 智昭 愛知県ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓｱｷ

78 78 竹本 雄大 東京都 東京陸協ﾀｹﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

79 79 安藤 総一郎 愛知県 ましまろｱﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ

80 80 あさい しんご 愛知県 幸福論誕生ｱｻｲ ｼﾝｺﾞ

81 81 後藤 和也 愛知県ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾔ

82 82 鋤柄 孝一 埼玉県 走り初めｽｷｶﾞﾗ ｺｳｲﾁ

83 83 染川 浩志 愛知県ｿﾒｶﾜ ﾋﾛｼ

84 84 野崎 文理 愛知県 ﾄﾖﾀ紡織ﾉｻﾞｷ ﾌﾞﾝﾘ

85 85 長手 一平 石川県ﾅｶﾞﾃ ｲｯﾍﾟｲ

86 86 渡邉 祐二 岐阜県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ

87 87 関原 孝之 大阪府ｾｷﾊﾗ ﾀｶﾕｷ

88 88 山本 栄也 静岡県ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾅﾘ

89 89 本多 徳孝 愛知県ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾘﾅﾘ

90 90 小村 慎吾 愛知県ｺﾑﾗ ｼﾝｺﾞ

91 91 塚本 恒 福井県 福井RCﾂｶﾓﾄ ﾋｻｼ

92 92 得永 豪勇 愛知県ﾄｸﾅｶﾞ ｺﾞｳﾕｳ

93 93 宮地 大輔 愛知県ﾐﾔﾁ ﾀﾞｲｽｹ

94 94 岡本 純司 大阪府 一村産業ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ

95 95 藤田 和芳 愛知県ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾖｼ

96 96 岸 悟史 愛知県 名城ARCｷｼ ｻﾄｼ

97 97 中牟礼 賢治 静岡県 GRCﾅｶﾑﾚ ｹﾝｼﾞ

98 98 小原 弘典 静岡県 富士ｾﾝﾄﾗﾙACｺﾊﾗ ﾋﾛﾉﾘ

99 99 青木 雅司 愛知県 ｱﾝﾃﾞﾝRCｱｵｷ ﾏｻｼ

100 100 田島 高志 岐阜県ﾀｼﾞﾏ ﾀｶｼ

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2019/12/25/. TIME: 08:11. page2



EntryList9:10Start Time :

 Pos BIB DIS TEAMNAME

1部ハーフ男子一般

2020/01/03

101 101 藤谷 剛史 愛知県 稲沢西ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀｹｼ

102 102 永田 章二 愛知県 安城永田走塁道場ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳｼﾞ

103 103 入口 友貴 愛知県 西尾市ｲﾘｸﾞﾁ ﾄﾓｷ

104 104 松本 昌也 愛知県 みきゃんﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾔ

105 105 本田 直己 愛知県 刈谷北高等学校ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｷ

106 106 松橋 進 愛知県ﾏﾂﾊｼ ｽｽﾑ

107 107 原田 宗隆 愛知県 TEAM58といちご一会ﾊﾗﾀ ﾑﾈﾀｶ

108 108 宮地 政伸 愛知県 堤車体ﾐﾔﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ

109 109 山本 浩司 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

110 110 服部 直人 愛知県ﾊｯﾄﾘ ﾅｵﾄ

111 111 船張 真太郎 愛知県ﾌﾅﾊﾞﾘ ｼﾝﾀﾛｳ

112 112 金田 毅 愛知県 ﾁｰﾑ ｺﾏｷｶﾈﾀﾞ ﾂﾖｼ

113 113 真坂 智己 静岡県ﾏｻｶ ﾄﾓｷ

114 114 林 幸太郎 岐阜県ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ

115 115 神谷 勝則 愛知県ｶﾐﾔ ｶﾂﾉﾘ

116 116 井村 光孝 東京都 富士松ACｲﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ

117 117 中西 光昭 愛知県ﾅｶﾆｼ ﾐﾂｱｷ

118 118 川崎 健太 静岡県 SMILEYｶﾜｻｷ ｹﾝﾀ

119 119 竹崎 勇輝 愛知県ﾀｹｻﾞｷ ﾕｳｷ

120 120 伊藤 聡長 千葉県ｲﾄｳ ｱｷﾅｶﾞ

121 121 都築 祐司 愛知県 ﾄﾞﾗちゃんずﾂﾂﾞｷ ﾕｳｼﾞ

122 122 岡田 康嗣 静岡県ｵｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ

123 123 山本 勝也 愛知県 ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ知立店ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾔ

124 124 丹羽 祐規 愛知県ﾆﾜ ﾕｳｷ

125 125 山崎 潤 愛知県 BACCHUSﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ

126 126 國司 寛人 愛知県 名古屋大学ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ

127 127 久米 正史 静岡県 見次ｸﾗﾌﾞｸﾒ ﾀﾀﾞｼ

128 128 川渕 祥司 愛知県ｶﾜﾌﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ

129 129 植島 康文 愛知県ｳｴｼﾞﾏ ﾔｽﾌﾐ

130 130 杉浦 将志 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻｼ

131 131 宮崎 真司 愛知県 ｸﾗﾌﾞR2中日本ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ

132 132 浅井 創太 神奈川県 多摩川ｸﾗﾌﾞｱｻｲ ｿｳﾀ

133 133 西田 健一郎 三重県 三重大学職ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

134 134 杉浦 将 愛知県 安城快足ACｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳ

135 135 山崎 直秀 愛知県 田原ACﾔﾏｻｷ ﾅｵﾋﾃﾞ

136 136 佐藤 太朗 東京都ｻﾄｳ ﾀﾛｳ

137 137 多賀 潤 愛知県ﾀｶﾞ ｼﾞｭﾝ

138 138 高木 慶太 愛知県 TY2010ﾀｶｷﾞ ｹｲﾀ

139 139 榎 文宏 愛知県ｴﾉｷ ﾌﾐﾋﾛ

140 140 杉浦 宏幸 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛﾕｷ

141 141 藤田 洋規 愛知県 ｸﾗﾌﾞR2中日本ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾉﾘ

142 142 竹内 賢弥 静岡県 ﾀｹﾖｼﾀｹｳﾁ ｹﾝﾔ

143 143 平山 直樹 愛知県ﾋﾗﾔﾏ ﾅｵｷ

144 144 平間 侑弥 北海道 小樽陸協ﾋﾗﾏ ﾕｳﾔ

145 145 山田 康裕 三重県 関小学校ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

146 146 近藤 剛司 愛知県 豊田自動織機ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ

147 147 日比野 大介 愛知県ﾋﾋﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ

148 148 芹澤 寛史 愛知県ｾﾘｻﾞﾜ ﾋﾛｼ

149 149 川端 裕也 愛知県 TPACｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ

150 150 牧原 延之 愛知県ﾏｷﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ
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151 151 石川 隆一 愛知県 朝ずば会ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ

152 152 宇佐美 慧 東京都ｳｻﾐ ｻﾄｼ

153 153 清水 亮輔 愛知県 西三河夜ﾗﾝ部ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ

154 154 水野 恒美 愛知県ﾐｽﾞﾉ ﾂﾈﾐ

155 155 影山 雅実 静岡県ｶｹﾞﾔﾏ ﾏｻﾐ

156 156 石野 桂祐 静岡県ｲｼﾉ ｹｲｽｹ

157 157 大坪 聖 静岡県ｵｵﾂﾎﾞ ﾋｼﾞﾘ

158 158 加藤 俊彦 愛知県ｶﾄｳ ﾄｼﾋｺ

159 159 久嶋 宏幸 愛知県 ﾁｰﾑ琵琶湖ｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

160 160 若杉 正人 愛知県ﾜｶｽｷﾞ ﾏｻﾄ

161 161 井藤 大輔 愛知県ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

162 162 山崎 正範 愛知県ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾉﾘ

163 163 野々山 伸行 愛知県 ｱｽｶ株式会社ﾉﾉﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ

164 164 小田 亮太 愛知県ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

165 165 古林 健太郎 愛知県 ｶﾆﾏﾗｿﾝ部ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ

166 166 村瀬 碧 石川県ﾑﾗｾ ｱｵｲ

167 167 勝田 康補 愛知県ｶﾂﾀ ｺｳｽｹ

168 168 浅井 千玄 愛知県 愛知県庁ｱｻｲ ﾁﾊﾙ

169 169 志賀 正和 愛知県ｼｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ

170 170 伊藤 直晋 静岡県ｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ

171 171 梶川 裕記 愛知県ｶｼﾞｶﾜ ﾕｳｷ

172 172 朝日 涼 愛知県 きんさい家F･R･Cｱｻﾋ ﾘｮｳ

173 173 奥薗 徳明 愛知県 ｱｲｼﾝ精機ｵｸｿﾞﾉ ﾉﾘｱｷ

174 174 齋藤 輝明 愛知県ｻｲﾄｳ ﾃﾙｱｷ

175 175 濱口 大 愛知県 ひとりでふたばﾊﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲ

176 176 加藤 智之 愛知県ｶﾄｳ ﾄﾓﾕｷ

177 177 高橋 篤 愛知県ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ

178 178 石川 瑞生 愛知県ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ

179 179 吉坂 直己 愛知県 CROW ACﾖｼｻｶ ﾅｵｷ

180 180 ｸﾞｴﾝ 健 愛知県ｸﾞｴﾝ ｹﾝ

181 181 権田 晶偉 愛知県 新東工業ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

182 182 今井 雄基 愛知県 ﾁｰﾑまるいちｲﾏｲ ﾕｳｷ

183 183 畔柳 泰喜 愛知県ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ

184 184 堀田 直紀 千葉県ﾎｯﾀ ﾅｵｷ

185 185 林 貴広 愛知県ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

186 186 中垣 聡 愛知県 水浜ﾅｶｶﾞｷ ｿｳ

187 187 林 大司 岐阜県 土岐走友ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｼﾞ

188 188 永山 周輝 愛知県 愛知製鋼ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｭｳｷ

189 189 間島 大仁 愛知県ﾏｼﾏ ﾋﾛﾋﾄ

190 190 末松 杏介 岐阜県 岐阜MCｽｴﾏﾂ ｷｮｳｽｹ

191 191 松久 朋弘 愛知県 KAI2ﾏﾂﾋｻ ﾄﾓﾋﾛ

192 192 長谷川 慶史 愛知県 ｱﾝﾃﾞﾝRCﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｼ

193 193 栗田 裕記 愛知県ｸﾘﾀ ﾕｳｷ

194 194 伊藤 英成 愛知県ｲﾄｳ ｴｲｾｲ

195 195 太田 直輝 愛知県 RRCｵｵﾀ ﾅｵｷ

196 196 宮坂 健司 三重県 ﾌｼﾞｸﾗﾐﾔｻｶ ｹﾝｼﾞ

197 197 濱中 幸祐 千葉県ﾊﾏﾅｶ ｺｳｽｹ

198 198 宮川 直也 愛知県ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵﾔ

199 199 岩田 悟 愛知県ｲﾜﾀ ｻﾄﾙ

200 200 佐藤 大輝 愛知県ｻﾄｳ ﾋﾛｷ
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201 201 佐藤 隆信 愛知県ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾌﾞ

202 202 三宅 悠大 愛知県ﾐﾔｹ ﾕｳﾀﾞｲ

203 203 阪部 太洋 愛知県ｻｶﾍﾞ ﾀｲﾖｳ

204 204 大屋 直輝 愛知県ｵｵﾔ ﾅｵｷ

205 205 江坂 勇太 愛知県 ｱｲｼﾝ･ｴｨ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭｴｻﾞｶ ﾕｳﾀ

206 206 小藤 友裕 岐阜県 JAぎふｺﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ

207 207 木村 暢秀 三重県ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ

208 208 鈴木 隆久 愛知県ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｻ

209 209 佐藤 ﾚｱﾝﾄﾞﾛ 岐阜県ｻﾄｳ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ

210 210 杉村 良樹 愛知県 安城学園ACｽｷﾞﾑﾗ ﾘｮｳｷ

211 211 杉村 優生 愛知県 安城学園ACｽｷﾞﾑﾗ ﾕｳｷ

212 212 藤田 誠司 愛知県 ﾊﾟﾙACﾌｼﾞﾀ ｾｲｼﾞ

213 213 奥野 経明 愛知県ｵｸﾉ ﾂﾈｱｷ

214 214 木村 真二 愛知県ｷﾑﾗ ｼﾝｼﾞ

215 215 齋藤 弘秋 愛知県ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ

216 216 深谷 涼太 愛知県 愛工大ﾌｶﾔ ﾘｮｳﾀ

217 217 山本 崇裕 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

218 218 内藤 久嗣 滋賀県ﾅｲﾄｳ ﾋｻｼ

219 219 河野 匠司 愛知県ｶﾜﾉ ｼｮｳｼﾞ

220 220 梶田 隆史 愛知県ｶｼﾞﾀ ﾀｶｼ

221 221 藤原 敦 愛知県 大高RCﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾂｼ

222 222 足立 雅幸 愛知県ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾕｷ

223 223 岩岡 徹 三重県 岩岡流ｲﾜｵｶ ﾄｵﾙ

224 224 鈴木 拓也 愛知県ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ

225 225 小林 拓也 愛知県 TY2010ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ

226 226 内山 大樹 愛知県ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｷ

227 227 浅井 広大 東京都 江戸走武蔵ｱｻｲ ｺｳﾀﾞｲ

228 228 谷崎 雄一朗 愛知県ﾀﾆｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ

229 229 谷口 昂大 愛知県ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

230 230 落合 俊和 愛知県ｵﾁｱｲ ﾄｼｶｽﾞ

231 231 片橋 誉嘉 静岡県 第一工業ACｶﾀﾊｼ ﾀｶﾋﾛ

232 232 岡田 光央 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾐﾂｵ

233 233 山本 健也 愛知県 ﾒﾙﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾔ

234 234 北川 修士 愛知県ｷﾀｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ

235 235 杉浦 要平 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾖｳﾍｲ

236 236 武市 淳志 愛知県ﾀｹﾁ ｱﾂｼ

237 237 天野 正規 愛知県 ひまわりﾈｯﾄﾜｰｸｱﾏﾉ ﾏｻｷ

238 238 清水 睦夫 愛知県 CMWｼﾞｮｸﾞ･ﾗﾝ部ｼﾐｽﾞ ﾑﾂｵ

239 239 小中 聖史 愛知県ｺﾅｶ ﾀｶﾌﾐ

240 240 山中 大貴 愛知県ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛｷ

241 241 野田 忠志 岐阜県 ﾁｰﾑ小牧店ﾉﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ

242 242 山口 大樹 大阪府 京都教育大学ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｷ

243 243 山口 真 静岡県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

244 244 加納 慎太郎 愛知県ｶﾉｳ ｼﾝﾀﾛｳ

245 245 野呂 直人 愛知県ﾉﾛ ﾅｵﾄ

246 246 稲葉 佑典 愛知県ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｽｹ

247 247 牧原 有佑 愛知県ﾏｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ

248 248 岡田 貴人 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ

249 249 楠 ｾｻﾞﾙ 愛知県ｸｽﾉｷ ｾｻﾞﾙ

250 250 高田 稜 福岡県ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳ
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251 251 飯田 誓悟 愛知県 ECO陸上部ｲｲﾀﾞ ｾｲｺﾞ

252 252 松井 隆宏 愛知県ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ

253 253 市川 竣 岐阜県ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝ

254 254 岩間 亮二 愛知県ｲﾜﾏ ﾘｮｳｼﾞ

255 255 山内 雅晴 愛知県ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾊﾙ

256 256 須賀 務 愛知県ｽｶﾞ ﾂﾄﾑ

257 257 深谷 圭太 愛知県ﾌｶﾔ ｹｲﾀ

258 258 安田 健嗣 愛知県ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

259 259 片野 洋輔 愛知県 ﾌｫｰﾒｰｼｮﾝｶﾀﾉ ﾖｳｽｹ

260 260 原田 ｼﾞｮﾅﾀﾝ 愛知県ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞｮﾅﾀﾝ

261 261 井野 克彦 愛知県ｲﾉ ｶﾂﾋｺ

262 262 森川 陽之 愛知県 名古屋大学ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙﾕｷ

263 263 田中 克弥 愛知県ﾀﾅｶ ｶﾂﾔ

264 264 野中 大地 福岡県 九州大学ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ

265 265 日下部 佑樹 京都府 京都外大西高等学校ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳｷ

266 266 大竹 正吾 愛知県ｵｵﾀｹ ｼｮｳｺﾞ

267 267 福岡 稔記 愛知県ﾌｸｵｶ ﾄｼｷ

268 268 ｽﾓﾊﾞｻﾞﾙ ﾊﾞﾄｻｲﾊﾝ 愛知県 ﾄｰｷﾞｰｽﾓﾊﾞｻﾞﾙ ﾊﾞﾄｻｲﾊﾝ

269 269 宮路 征秀 愛知県ﾐﾔｼﾞ ﾕｷﾋﾃﾞ

270 270 竹中 元 愛知県ﾀｹﾅｶ ﾊｼﾞﾒ

271 271 加藤 登 愛知県ｶﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ

272 272 平野 雅之 愛知県ﾋﾗﾉ ﾏｻﾕｷ

273 273 松尾 拓麻 愛知県ﾏﾂｵ ﾀｸﾏ

274 274 植村 圭太 愛知県ｳｴﾑﾗ ｹｲﾀ

275 275 宮地 俊晴 静岡県 ﾃｨｰﾊﾞｯｸｾｸｼｰｽﾞﾐﾔﾁ ﾄｼﾊﾙ

276 276 八倉巻 孝仁 愛知県ﾔｸﾞﾗﾏｷ ﾀｶﾋﾄ

277 277 喜多村 剛士 愛知県ｷﾀﾑﾗ ﾂﾖｼ

278 278 澤口 慎司 愛知県ｻﾜｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ

279 279 久田 啓介 愛知県ﾋｻﾀﾞ ｹｲｽｹ

280 280 村上 肇 愛知県ﾑﾗｶﾐ ﾊｼﾞﾒ

281 281 渡邉 貴史 愛知県 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ和来ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ

282 282 青谷 正資 大阪府 店長会ｱｵﾀﾆ ﾏｻｼ

283 283 尾澤 孝幸 三重県ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ

284 284 間野 健太郎 富山県 富山国際大学ﾏﾉ ｹﾝﾀﾛｳ

285 285 松井 剛志 愛知県ﾏﾂｲ ﾀｹｼ

286 286 和田 晃弘 岐阜県ﾜﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

287 287 前畑 英利 愛知県ﾏｴﾊﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ

288 288 冨田 聡 愛知県ﾄﾐﾀ ｻﾄｼ

289 289 久保田 雄也 新潟県 新潟大ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾔ

290 290 橋本 隼弥 富山県 富山大学ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝﾔ

291 291 宮田 航輔 愛知県 防淫会ﾐﾔﾀ ｺｳｽｹ

292 292 前田 佳佐 愛知県ﾏｴﾀﾞ ﾖｼｽｹ

293 293 ﾌｧﾅ ｱﾘｿﾝ 静岡県ﾌｧﾅ ｱﾘｿﾝ

294 294 小関 卓真 愛知県 岡崎市役所ｺｾｷ ﾀｸﾏ

295 295 石川 佳志 愛知県ｲｼｶﾜ ﾖｼﾕｷ

296 296 片桐 尚浩 愛知県ｶﾀｷﾞﾘ ﾅｵﾋﾛ

297 297 松下 剛士 愛知県ﾏﾂｼﾀ ﾂﾖｼ

298 298 永田 智也 愛知県ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ

299 299 榊原 徹 愛知県ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾃﾂ

300 300 藤田 雅史 長野県ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｼ
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301 301 若井 大志 三重県ﾜｶｲ ﾀｲｼ

302 302 居内 直希 愛知県ｲｳﾁ ﾅｵｷ

303 303 坂田 将悟 愛知県ｻｶﾀ ｼｮｳｺﾞ

304 304 東 裕高 岐阜県ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ

305 305 眞野 悠人 愛知県ﾏﾉ ﾕｳﾄ

306 306 鈴木 直樹 愛知県 南知多病院ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ

307 307 西河 秀人 愛知県ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾄ

308 308 岡田 裕右 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

309 309 鈴木 洋平 愛知県 ﾍﾟｲｺﾞﾝｽﾞｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ

310 310 平松 佑貴 愛知県ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｷ

311 311 池田 琉星 愛知県ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

312 312 早川 弘矩 岐阜県ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ

313 313 荒木 金次 愛知県ｱﾗｷ ｷﾝｼﾞ

314 314 木下 博文 愛知県ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ

315 315 木下 翔太郎 愛知県ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ

316 316 尾崎 武由 愛知県ｵｻﾞｷ ﾀｹﾖｼ

317 317 森尾 亮二 愛知県ﾓﾘｵ ﾘｮｳｼﾞ

318 318 大澤 拓真 愛知県ｵｵｻﾜ ﾀｸﾏ

319 319 上山 海斗 愛知県ｳｴﾔﾏ ｶｲﾄ

320 320 林 佳史 岐阜県ﾊﾔｼ ﾖｼﾌﾐ

321 321 稲垣 勝也 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ｶﾂﾔ

322 322 白谷 享大 愛知県ｼﾗﾔ ﾀｶﾋﾛ

323 323 牧野 築 愛知県ﾏｷﾉ ｷｽﾞｸ

324 324 宮本 貴夫 愛知県ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｵ

325 325 鈴木 涼也 愛知県ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ

326 326 長谷川 廣一郎 愛知県ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ

327 327 山下 拓馬 大阪府ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾏ
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