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1 816 中上 修 三重県ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｵｻﾑ

2 817 長坂 雅彦 愛知県ﾅｶﾞｻｶ ﾏｻﾋｺ

3 818 丹羽 慎 愛知県ﾆﾜ ﾂﾂｼ

4 819 角谷 顕人 愛知県ｽﾐﾔ ｱｷﾋﾄ

5 820 大濱 徹 愛知県 Virtusoｵｵﾊﾏ ﾄｵﾙ

6 821 坂野 登 愛知県 おおさか渋ﾊﾞﾝﾉ ﾉﾎﾞﾙ

7 822 内田 卓利 新潟県 燕市嘉平豆腐店ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾄｼ

8 823 加藤 建夫 岐阜県 みのかもｱｽﾘｰﾄｶﾄｳ ﾀﾃｵ

9 824 大阪 英児 大阪府 KMCｵｵｻｶ ｴｲｼﾞ

10 825 宮木 審 静岡県 ｶﾝﾓｰﾐﾔｷ ﾀﾀﾞｼ

11 826 沓名 敏彦 愛知県 安城IARCｸﾂﾅ ﾄｼﾋｺ

12 827 川口 隆 愛知県 ﾘｯﾌﾟﾙｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶｼ

13 828 荒木 毅 三重県ｱﾗｷ ﾂﾖｼ

14 829 宮本 勝一 大阪府 日医ｼﾞｮｶﾞｰｽﾞﾐﾔﾓﾄ ｶﾂｲﾁ

15 830 和田 貢一 静岡県 平岡ﾎﾞﾃﾞｰﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ

16 831 大見 聡 愛知県 ﾄﾖﾀ自動車ｵｵﾐ ｻﾄｼ

17 832 坂口 輝彦 愛知県ｻｶｸﾞﾁ ﾃﾙﾋｺ

18 833 桂田 章 愛知県 走るの大好きRCｶﾂﾗﾀﾞ ｱｷﾗ

19 834 生田 昭夫 愛知県 Run&Jogｲｸﾀ ｱｷｵ

20 835 深見 英治 愛知県 日鉄日新製鋼ﾌｶﾐ ｴｲｼﾞ

21 836 大久保 英雄 愛知県ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｵ

22 837 稲葉 正法 愛知県ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ

23 838 岩崎 智一 愛知県 ろくさんぽｲﾜｻｷ ﾄﾓｶｽﾞ

24 839 坂上 祐一 愛知県ｻｶｼﾞｮｳ ﾕｳｲﾁ

25 840 杉山 和徳 愛知県ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ

26 841 村松 正巳 愛知県ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾐ

27 842 井上 直志 愛知県 愛知ﾏｽﾀｰｽﾞｲﾉｳｴ ﾅｵｼ

28 843 山本 敏之 三重県ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ

29 844 渡辺 義文 愛知県 幸田町教員ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ

30 845 水野 英之 愛知県ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ

31 846 永峰 康一郎 愛知県 名大倶楽部ﾅｶﾞﾐﾈ ｺｳｲﾁﾛｳ

32 847 衛藤 豊 愛知県 愛知ﾏｽﾀｰｽﾞｴﾄｳ ﾕﾀｶ

33 848 石原 裕康 愛知県 ﾁｰﾑﾀﾌｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ

34 849 鈴木 裕康 愛知県ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔｽ

35 850 杉山 浩正 愛知県 豊田織機繊技ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ

36 851 杉浦 正 愛知県 JTEKTｽｷﾞｳﾗ ﾀﾀﾞｼ

37 852 下田 賢 愛知県ｼﾓﾀﾞ ﾏｻﾙ

38 853 大見 昭治 愛知県 安城快足ｵｵﾐ ｼｮｳｼﾞ

39 854 伊藤 忍 茨城県 TTCｲﾄｳ ｼﾉﾌﾞ

40 855 田中 正三 静岡県ﾀﾅｶ ﾏｻﾐ

41 856 上領 誠 愛知県 つるんで覇気走ｶﾐﾘｮｳ ﾏｺﾄ

42 857 入山 太郎 愛知県 入山Fam.ｲﾘﾔﾏ ﾀﾛｳ

43 858 大橋 伸啓 愛知県ｵｵﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

44 859 小林 一彦 愛知県 天白川走友会ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋｺ

45 860 本郷 和寛 岐阜県 ﾘﾘｱﾝﾅﾎﾝｺﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ

46 861 高岡 史幸 愛知県 空手道日新会ﾀｶｵｶ ｼｺｳ

47 862 福見 大地 静岡県 愛知県庁ｸﾗﾌﾞﾌｸﾐ ﾀﾞｲﾁ

48 863 加藤 勝正 愛知県ｶﾄｳ ｶﾂﾏｻ

49 864 番戸平 尚 愛知県ﾊﾞﾝﾄﾞﾋﾗ ﾀｶｼ

50 865 片野 岳彦 長崎県ｶﾀﾉ ﾀｹﾋｺ
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51 866 吉田 徹 愛知県ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ

52 867 平川 誠 愛知県ﾋﾗｶﾜ ﾏｺﾄ

53 868 中村 克宏 愛知県ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ

54 869 持田 崇 愛知県 ｱｲﾚｸｽﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾓﾁﾀﾞ ﾀｶｼ

55 870 河野 恵介 愛知県ｶﾜﾉ ｹｲｽｹ

56 871 小川 浩正 愛知県 ﾁｰﾑﾍﾞﾙｷﾞｰｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾏｻ

57 872 桜井 貴夫 愛知県ｻｸﾗｲ ﾀｶｵ

58 873 都築 浩一郎 愛知県 ちむけんﾂﾂﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ

59 874 原田 敏志 愛知県ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄｼ

60 875 市川 博文 愛知県ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ

61 876 岩永 智博 愛知県 ｼﾛｷP&H隊ｲﾜﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ

62 877 三浦 文裕 愛知県 尾張旭RCﾐｳﾗ ﾌﾐﾋﾛ

63 878 柴田 浩司 岐阜県 みのかもｱｽﾘｰﾄｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ

64 879 石川 慎士 岡山県 日本原自衛隊ｲｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ

65 880 坂元 隆文 静岡県ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ

66 881 藤城 健 愛知県 ﾄﾗｲｽﾃﾗﾌｼﾞｼﾛ ｹﾝ

67 882 梅村 弘康 岐阜県 みのかもｱｽﾘｰﾄｳﾒﾑﾗ ﾋﾛﾔｽ

68 883 服部 正 愛知県ﾊｯﾄﾘ ﾀﾀﾞｼ

69 884 井上 吉博 愛知県ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾛ

70 885 大河 正博 愛知県 ﾀｲｶﾞｵｵｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

71 886 大嶋 一雅 愛知県 東照ﾗﾝﾅｰｽﾞｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾏｻ

72 887 大竹 比呂志 愛知県ｵｵﾀｹ ﾋﾛｼ

73 888 細井 勝文 愛知県ﾎｿｲ ｶﾂﾌﾐ

74 889 浅井 岳弘 沖縄県ｱｻｲ ﾀｹﾋﾛ

75 890 宮崎 晴久 愛知県ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾋｻ

76 891 兼子 昌彦 愛知県 勅使会ｶﾈｺ ﾏｻﾋｺ

77 892 岩瀬 克敏 愛知県ｲﾜｾ ｶﾂﾄｼ

78 893 井上 雅樹 愛知県 ﾕｰｽﾞﾈｯﾄｲﾉｳｴ ﾏｻｷ

79 894 近藤 太勝 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾄｶﾂ

80 895 徳岡 亮 大阪府ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ

81 896 鈴木 正充 愛知県ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐﾂ

82 897 木村 秀実 岐阜県 ちいむきむいちｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐ

83 898 馬場 敬明 愛知県ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾘｱｷ

84 899 釘宮 祐治 愛知県 あすたまｸｷﾞﾐﾔ ﾕｳｼﾞ

85 900 菊地 透 愛知県ｷｸﾁ ﾄｵﾙ

86 901 平野 照雄 愛知県ﾋﾗﾉ ﾃﾙｵ

87 902 黒野 博 愛知県 安城快足ACｸﾛﾉ ﾋﾛｼ

88 903 山本 政次 愛知県 GARDENSﾔﾏﾓﾄ ｾｲｼﾞ

89 904 湯朝 啓之 兵庫県 TARC大阪ﾕｱｻ ﾀｶﾕｷ

90 905 石原 聖治 愛知県ｲｼﾊﾗ ｾｲｼﾞ

91 906 野口 順一 愛知県 岡崎中総RCﾉｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ

92 907 吉崎 文人 静岡県ﾖｼｻﾞｷ ﾌﾐﾄ

93 908 戸川 康直 千葉県 前田建設工業ﾄｶﾞﾜ ﾔｽﾅｵ

94 909 竹下 博文 愛知県 朝ずば会ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ

95 910 安藤 雅夫 愛知県ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｵ

96 911 和田 隆 愛知県ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ

97 912 本田 武史 愛知県ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹｼ

98 913 工藤 隆 岐阜県ｸﾄﾞｳ ﾀｶｼ

99 914 阿部 由成 愛知県 南陽子ども会ｱﾍﾞ ﾖｼﾅﾘ

100 915 中島 道也 愛知県ﾅｶｼﾏ ﾐﾁﾔ

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



EntryList9:10Start Time :

 Pos BIB DIS TEAMNAME

3部ハーフ男子50歳代

2020/01/03

101 916 池田 和雄 愛知県 鋼材BRCｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｵ

102 917 山根 寛史 愛知県 鋼材BRCﾔﾏﾈ ﾋﾛﾌﾐ

103 918 土屋 智久 愛知県ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾋｻ

104 919 中島 学 愛知県ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾅﾌﾞ

105 920 谷口 聡 岐阜県ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾄｼ

106 921 太田 努 神奈川県ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ

107 922 木村 和由規 愛知県 なしｷﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ

108 923 岡 智明 愛知県ｵｶ ﾄﾓｱｷ

109 924 小川 喜幸 愛知県ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾕｷ

110 925 鶴田 健児 愛知県ﾂﾙﾀ ｹﾝｼﾞ

111 926 青木 勝美 滋賀県 冨波野RCｱｵｷ ｶﾂﾐ

112 927 小嶋 寛也 愛知県ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾔ

113 928 伊藤 明広 愛知県 あきぴょんｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ

114 929 山田 利之 愛知県 安城西部ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ

115 930 幾永 里美 愛知県ｲｸﾅｶﾞ ｻﾄﾐ

116 931 佐藤 栄治 愛知県 ﾃﾞｺ倶楽部ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ

117 932 石川 喜代治 愛知県 ｱｲｼﾝ高丘ｲｼｶﾜ ｷﾖﾊﾙ

118 933 山田 英夫 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ

119 934 渡辺 秀樹 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ

120 935 立松 錠一 愛知県ﾀﾃﾏﾂ ｼﾞｮｳｲﾁ

121 936 内田 龍夫 神奈川県 次世代TC開発本部ｳﾁﾀﾞ ﾀﾂｵ

122 937 佐治 政光 三重県 ﾊﾞﾝｺｸ走遊会ｻｼﾞ ﾏｻﾐﾂ

123 938 鈴木 隆 千葉県 ﾁｰﾑ鈴木塾ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ

124 939 向田 真一 岐阜県 飛騨山岳会ﾑｶｲﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

125 940 安井 孝一 愛知県ﾔｽｲ ｺｳｲﾁ

126 941 小西 清喜 愛知県 TEAM走快屋ｺﾆｼ ｾｲｷ

127 942 立岡 哲也 愛知県ﾀﾃｵｶ ﾃﾂﾔ

128 943 横井 義彦 愛知県ﾖｺｲ ﾖｼﾋｺ

129 944 吉田 健二 愛知県ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

130 945 水谷 泰敏 三重県ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾛﾄｼ

131 946 栗本 正信 愛知県ｸﾘﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ

132 947 東城 正佳 愛知県ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾖｼ

133 948 岩田 博英 愛知県 いわた血管外科ｲﾜﾀ ﾋﾛﾋﾃﾞ

134 949 木村 一明 愛知県 若鯱ﾏﾗｿﾝｷﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ

135 950 足立 健 愛知県ｱﾀﾞﾁ ｹﾝ

136 951 大神 敦幸 愛知県 ﾄﾖﾀFCｵｵｶﾞﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ

137 952 松本 剛典 愛知県ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ

138 953 吉田 亨 愛知県ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ

139 954 杉浦 秀則 愛知県 負けん気ﾗﾝﾅｰｽﾞｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ

140 955 平郡 彰 岐阜県 ｸﾗﾌﾞR2中日本ﾋﾗｺﾞｵﾘ ｱｷﾗ

141 956 梅村 直記 愛知県 中馬塾ｳﾒﾑﾗ ﾅｵｷ

142 957 榊原 裕之 愛知県 ﾁｰﾑ335ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ

143 958 橘 智志 神奈川県 千里ﾗﾝﾗﾝﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾄｼ

144 959 佐藤 芳孝 三重県ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ

145 960 加藤 久幸 愛知県 東海ﾏﾂﾀﾞｶﾄｳ ﾋｻﾕｷ

146 961 江川 和仁 愛知県ｴｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ

147 962 羽根田 和明 三重県ﾊﾈﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

148 963 末廣 秀行 愛知県ｽｴﾋﾛ ﾋﾃﾞﾕｷ

149 964 石川 厚司 愛知県 ﾄﾖﾀ車体ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞｲｼｶﾜ ｱﾂｼ

150 965 川﨑 淳一 愛知県 ｱｲｼﾝAWｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ
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151 966 中田 郁也 愛知県ﾅｶﾀﾞ ｲｸﾔ

152 967 出口 昌宏 福井県 福井信用金庫ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

153 968 鵜飼 健太郎 愛知県ｳｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ

154 969 鈴木 啓仁 愛知県 ﾃｨｰﾑ飛脚ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾄ

155 970 高橋 和男 愛知県ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ

156 971 横井 達治 愛知県 TJﾖｺｲ ﾀﾂｼﾞ

157 972 鎌田 俊夫 福井県 虎虎虎ｶﾏﾀﾞ ﾄｼｵ

158 973 田代 治男 大阪府ﾀｼﾛ ﾊﾙｵ

159 974 新美 司 愛知県 2COｾﾞﾐﾆｲﾐ ﾂｶｻ

160 975 永田 康弘 愛知県ﾅｶﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ

161 976 高梨 真彰 愛知県ﾀｶﾅｼ ﾏｻｱｷ

162 977 粟田 清美 愛知県 TMC広瀬MQｱﾜﾀﾞ ｷﾖﾊﾙ

163 978 田中 勝利 愛知県ﾀﾅｶ ｶﾂﾄｼ

164 979 柴田 好明 愛知県ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｱｷ

165 980 松田 庄平 愛知県 名古屋市役所走友会ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

166 981 大岩 亨 愛知県 花園町ｵｵｲﾜ ﾄｵﾙ

167 982 栗田 好章 静岡県 えむ練ｸﾘﾀ ﾖｼｱｷ

168 983 堀田 朝和 愛知県 TBRCﾎｯﾀ ﾄﾓｶｽﾞ

169 984 小嶋 基史 愛知県ｺｼﾞﾏ ﾓﾄﾌﾐ

170 985 杉浦 慎一 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ｼﾝｲﾁ

171 986 仲矢 真彦 三重県ﾅｶﾔ ﾏｻﾋｺ

172 987 田島 宏明 愛知県ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ

173 988 久米 英総 愛知県ｸﾒ ﾋﾃﾞﾌｻ

174 989 佐藤 和昌 岐阜県 川北自動車ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ

175 990 山本 邦彦 愛知県 ｱｼﾞｱﾝ奈津子ﾔﾏﾓﾄ ｸﾆﾋｺ

176 991 山本 訓之 静岡県 蹴上王者ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ

177 992 古川 雄二 愛知県ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｼﾞ

178 993 成田 純 静岡県ﾅﾘﾀ ｼﾞｭﾝ

179 994 熊井 清晃 栃木県 ﾁｰﾑKUMAｸﾏｲ ｷﾖｱｷ

180 995 山﨑 昌司 愛知県ﾔﾏｻｷ ｼｮｳｼﾞ

181 996 横山 利治 愛知県 安城IARCﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾊﾙ

182 997 宮原 健 愛知県ﾐﾔﾊﾗ ｹﾝ

183 998 小林 達也 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ

184 999 牧口 実 愛知県ﾏｷｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ

185 1000 寺西 誠 愛知県ﾃﾗﾆｼ ﾏｺﾄ

186 1001 二村 正男 愛知県ﾆﾑﾗ ﾏｻｵ

187 1002 寺西 正一 愛知県 ﾁｰﾑ･ｳﾒｻﾞﾜﾃﾗﾆｼ ｼｮｳｲﾁ

188 1003 大野 琢也 愛知県ｵｵﾉ ﾀｸﾔ

189 1004 奥村 敏英 愛知県ｵｸﾑﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ

190 1005 玉田 秀一 愛知県ﾀﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

191 1006 樫村 徳俊 愛知県 走るの大好きRCｶｼﾑﾗ ﾉﾘﾄｼ

192 1007 梅田 重則 愛知県 TTKｳﾒﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾘ

193 1008 根津 健 愛知県ﾈﾂﾞ ﾀｶｼ

194 1009 利根川 賢 愛知県 ｸﾞﾗﾝｼｴﾙﾄﾈｶﾞﾜ ｹﾝ

195 1010 北瀬 正則 愛知県ｷﾀｾ ﾏｻﾉﾘ

196 1011 南野 浩二 大阪府ﾐﾅﾐﾉ ｺｳｼﾞ

197 1012 後藤 康則 愛知県ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾉﾘ

198 1013 水谷 泰弘 三重県ﾐｽﾞﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ

199 1014 世古 茂生 愛知県ｾｺ ｼｹﾞｵ

200 1015 鈴木 知久 愛知県ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｻ
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201 1016 脇 晃 静岡県ﾜｷ ｱｷﾗ

202 1017 宮垣 操 愛知県 ﾄﾖﾀ下山ﾐﾔｶﾞｷ ﾐｻｵ

203 1018 宮川 文秀 愛知県ﾐﾔｶﾞﾜ ﾌﾐﾋﾃﾞ

204 1019 山口 貴久 愛知県 ちきわん走友会ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋｻ

205 1020 熊谷 清隆 愛知県ｸﾏｶﾞｲ ｷﾖﾀｶ

206 1021 太田 兼幸 愛知県 気分走会ｵｵﾀ ｶﾈﾕｷ

207 1022 金澤 敬 愛知県ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶｼ

208 1023 田口 靖児 愛知県 朝ずば会ﾀｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ

209 1024 阪井 雅人 愛知県ｻｶｲ ﾏｻﾄ

210 1025 深谷 文人 兵庫県 菊正宗駅伝競走部ﾌｶﾔ ﾌﾐﾋﾄ

211 1026 鶴田 広己 愛知県 安城西部RCﾂﾙﾀ ﾋﾛｷ

212 1027 谷口 新二 愛知県 豊田自動織機ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ

213 1028 横山 昌直 愛知県ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾅｵ

214 1029 磯崎 常好 愛知県 酒RUNﾀﾞｰｽｲｿｻﾞｷ ﾂﾈﾖｼ

215 1030 増井 英次 愛知県 安城快足ACﾏｽｲ ｴｲｼﾞ

216 1031 渡辺 一弘 新潟県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

217 1032 前田 哲也 愛知県ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾔ

218 1033 殿谷 成浩 愛知県ﾄﾉﾔ ｼｹﾞﾋﾛ

219 1034 宮嶋 明 愛知県 ﾃﾞﾝｿｰﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞﾐﾔｼﾞﾏ ｱｷﾗ

220 1035 長濱 嘉昭 愛知県 ｱﾏﾉ株式会社ﾅｶﾞﾊﾏ ﾖｼｱｷ

221 1036 渥美 敬介 愛知県ｱﾂﾐ ｹｲｽｹ

222 1037 今井 章典 愛知県ｲﾏｲ ｱｷﾉﾘ

223 1038 江頭 勝也 愛知県ｴｶﾞｼﾗ ｶﾂﾔ

224 1039 大橋 晃司 愛知県ｵｵﾊｼ ｺｳｼﾞ

225 1040 田中 利幸 愛知県 中電豊橋ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ

226 1041 渕川 勝也 愛知県ﾌﾁｶﾜ ｶﾂﾔ

227 1042 石崎 啓祐 愛知県 まるいちｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ

228 1043 山本 則男 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ

229 1044 渡辺 得治郎 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｸｼﾞﾛｳ

230 1045 今泉 英幸 愛知県 元ﾈﾊﾞｷﾞﾌﾞｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ

231 1046 小川 泰宏 愛知県ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

232 1047 永谷 三樹夫 愛知県 愛知水力ｾﾝﾀｰﾅｶﾞﾔ ﾐｷｵ

233 1048 本田 克己 愛知県ﾎﾝﾀﾞ ｶﾂﾐ

234 1049 高塚 勝麿 静岡県 文理学院御殿場ﾀｶﾂｶ ｶﾂﾏ

235 1050 井土 進五 愛知県 岡崎中総RCｲﾂﾞﾁ ｼﾝｺﾞ

236 1051 中田 隆一 愛知県ﾅｶﾀ ﾀｶｶｽﾞ

237 1052 鶴田 幸生 愛知県ﾂﾙﾀ ﾕｷｵ

238 1053 矢野 英樹 三重県 MSCﾔﾉ ﾋﾃﾞｷ

239 1054 池上 剛 長野県 ﾁｰﾑSKYｲｹｶﾞﾐ ﾀｹｼ

240 1055 角谷 浩紀 三重県ｶﾄﾞﾔ ﾋﾛｷ

241 1056 中村 たかし 愛知県 ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ

242 1057 和田 幹洋 愛知県ﾜﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ

243 1058 浅井 宣浩 愛知県 ﾗﾝｼﾞｮｸﾞ中部ｱｻｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ

244 1059 坂本 定行 愛知県ｻｶﾓﾄ ｻﾀﾞﾕｷ

245 1060 大山 隆弘 三重県 大山ﾈｯﾄﾜｰｸｵｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

246 1061 村松 昭彦 愛知県 ゆうゆうﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾋｺ

247 1062 石榑 雅之 愛知県 矢作坂46ｲｼｸﾞﾚ ﾏｻﾕｷ

248 1063 佐藤 吉之 岐阜県 ｻﾝｸﾗﾌﾄｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ

249 1064 牧野 正伸 愛知県 みらいかのんﾏｷﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ

250 1065 杉浦 貞夫 愛知県 ﾁｰﾑ小林ｽｷﾞｳﾗ ｻﾀﾞｵ
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251 1066 中川 孝二 愛知県ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ

252 1067 伊藤 新 愛知県ｲﾄｳ ｼﾝ

253 1068 佐野 勝 愛知県ｻﾉ ﾏｻﾙ

254 1069 川本 康博 愛知県ｶﾜﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

255 1070 下村 満留 愛知県ｼﾓﾑﾗ ﾐﾂﾙ

256 1071 鳥居 淳 愛知県ﾄﾘｲ ｷﾖｼ

257 1072 松岡 清文 愛知県ﾏﾂｵｶ ｷﾖﾌﾐ

258 1073 村上 正則 愛知県ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾉﾘ

259 1074 佐藤 満 愛知県 FANUCｻﾄｳ ﾐﾂﾙ

260 1075 市川 博 愛知県 鰻11番ﾋｰｼﾞｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ

261 1076 谷川 圭介 愛知県 朝ずば会ﾀﾆｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

262 1077 寺澤 法弘 愛知県ﾃﾗｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾛ

263 1078 加藤 順一 愛知県ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

264 1079 佐藤 靖男 東京都 瞳ﾄﾞﾙｻﾄｳ ﾔｽｵ

265 1080 谷 征章 福岡県 福岡陸協ﾀﾆ ﾏｻｱｷ

266 1081 栗田 実 愛知県ｸﾘﾀ ﾐﾉﾙ

267 1082 立岩 義典 愛知県 ﾊﾟﾄﾗﾝ西尾ﾀﾃｲﾜ ﾖｼﾉﾘ

268 1083 小泉 稔 愛知県ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾉﾙ

269 1084 佐藤 正弘 愛知県 愛三ﾄﾚRUNｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

270 1085 舩井 宏昌 愛知県 舩井会計ﾌﾅｲ ﾋﾛﾏｻ

271 1086 都築 敦 愛知県 ｱｶｵﾅｼｸﾗﾌﾞﾂﾂﾞｷ ｱﾂｼ

272 1087 阿部 隆幸 長野県 ｸﾘｯﾊﾟｰｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

273 1088 山口 悟 愛知県ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄﾙ

274 1089 内尾 勇司 愛知県ｳﾁｵ ﾕｳｼﾞ

275 1090 近藤 耕治 愛知県 朝ずば会ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ

276 1091 平田 光孝 愛知県ﾋﾗﾀ ﾐﾂﾀｶ

277 1092 樋江井 良充 愛知県 ﾊﾟﾄﾗﾝ西尾ﾋｴｲ ﾖｼﾐﾂ

278 1093 鳥居 伸英 愛知県ﾄﾘｲ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ

279 1094 岩瀬 幸彦 愛知県 ゆきちゃんずｲﾜｾ ﾕｷﾋｺ

280 1095 泉 達也 愛知県 ｵｱｼｽｲｽﾞﾐ ﾀﾂﾔ

281 1096 渡邉 之則 愛知県 ACｰMAPﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉﾘ

282 1097 萩原 竜治 愛知県 ﾊﾟﾄﾗﾝ西尾ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｭｳｼﾞ

283 1098 加藤 晋二 愛知県 ﾁｰﾑ小太郎ｶﾄｳ ｼﾝｼﾞ

284 1099 春日井 正明 愛知県ｶｽｶﾞｲ ﾏｻｱｷ

285 1100 犬塚 一彦 愛知県 ﾁｰﾑまるいちｲﾇﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋｺ

286 1101 舘内 篤 愛知県 庄内RTﾀﾃｳﾁ ｱﾂｼ

287 1102 兵藤 国嘉 愛知県ﾋｮｳﾄﾞｳ ｸﾆﾖｼ

288 1103 相羽 守夫 愛知県ｱｲﾊﾞ ﾓﾘｵ

289 1104 久保田 真広 愛知県 愛知陸協ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ

290 1105 大原 卓巳 神奈川県 ﾋｯﾎﾟﾏﾗｿﾝ部ｵｵﾊﾗ ﾀｸﾐ

291 1106 松井 克巳 大阪府ﾏﾂｲ ｶﾂﾐ

292 1107 小林 裕幸 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

293 1108 葛山 智夫 愛知県ｶﾂﾗﾔﾏ ﾄﾓｵ

294 1109 田中 聡 岐阜県ﾀﾅｶ ｻﾄｼ

295 1110 村上 茂 愛知県ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾙ

296 1111 朝日 清和 愛知県 きんさい家F･R･Cｱｻﾋ ｷﾖｶｽﾞ

297 1112 裏 則岳 愛知県ｳﾗ ﾉﾘﾀｹ

298 1113 成瀬 友弘 愛知県ﾅﾙｾ ﾄﾓﾋﾛ

299 1114 平野 幸夫 愛知県 豊生走遊快ﾋﾗﾉ ﾕｷｵ

300 1115 清涼 享 愛知県 ﾁｰﾑﾀﾌｾｲﾘｮｳ ﾄｵﾙ
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301 1116 岩月 迅美 愛知県ｲﾜﾂｷ ﾊﾔﾐ

302 1117 岩瀬 政信 愛知県 ﾄﾞﾗちゃんずｲﾜｾ ﾏｻﾉﾌﾞ

303 1118 山本 弘靖 愛知県 あいち印刷駅伝同好会ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ

304 1119 三輪 純三 愛知県 KRPﾐﾜ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ

305 1120 森 幸夫 岐阜県ﾓﾘ ﾕｷｵ

306 1121 織田 陽一 岐阜県ｵﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

307 1122 中村 隆之 愛知県ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

308 1123 安田 祥孝 三重県ﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

309 1124 古田 祐次 愛知県ﾌﾙﾀ ﾕｳｼﾞ

310 1125 多久島 敏晴 愛知県ﾀｸｼﾏ ﾄｼﾊﾙ

311 1126 後藤 俊治 愛知県 愛知県庁ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝｼﾞ

312 1127 山口 幸範 愛知県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾉﾘ

313 1128 伊藤 直司 愛知県ｲﾄｳ ﾅｵｼﾞ

314 1129 立松 雅志 愛知県 ｼﾞﾛ･ﾃﾞ･ﾁﾀﾘｱﾀﾃﾏﾂ ﾏｻｼ

315 1130 森 智 愛知県 もり動物病院ﾓﾘ ｻﾄｼ

316 1131 山本 長嗣 岡山県 かんさいくらぶﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ

317 1132 石蔵 光司 愛知県 KSTCｲｼｸﾗ ｺｳｼﾞ

318 1133 髙須 孝明 愛知県ﾀｶｽ ﾀｶｱｷ

319 1134 野中 勝利 愛知県ﾉﾅｶ ｶﾂﾄｼ

320 1135 羽賀 治 愛知県ﾊｶﾞ ｵｻﾑ

321 1136 蛭川 孝二 愛知県ﾋﾙｶﾜ ｺｳｼﾞ

322 1137 河合 信治 愛知県ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾊﾙ

323 1138 有田 義隆 愛知県ｱﾘﾀ ﾖｼﾀｶ

324 1139 岡田 一朗 愛知県ｵｶﾀﾞ ｲﾁﾛｳ

325 1140 山背 仁 愛知県 ﾁｰﾑ青学ﾔﾏｼﾛ ﾋﾄｼ

326 1141 竹内 雅史 愛知県 田代消防団ﾀｹｳﾁ ﾏｻｼ

327 1142 吉川 真一 愛知県ﾖｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ

328 1143 岩本 広和 愛知県 ﾁｰﾑ ﾀﾌｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ

329 1144 小林 裕明 愛知県 ひろｼﾞｮｸﾞｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ

330 1145 山口 雅弘 愛知県 岡崎中総RCﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

331 1146 河野 貢 愛知県 ちきわん走友会ｶﾜﾉ ﾐﾂｸﾞ

332 1147 水谷 正好 三重県ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻﾖｼ

333 1148 小林 信博 愛知県 錦町ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

334 1149 石川 広康 愛知県ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾔｽ

335 1150 岩崎 昌昭 愛知県ｲﾜｻｷ ﾏｻｱｷ

336 1151 山田 広之 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

337 1152 原田 正司 愛知県 INOACﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｼﾞ

338 1153 井上 誠 愛知県ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ

339 1154 太田 雅之 愛知県ｵｵﾀ ﾏｻﾕｷ

340 1155 伊藤 丈寛 愛知県ｲﾄｳ ﾀｹﾋﾛ

341 1156 蔵本 隆充 愛知県ｸﾗﾓﾄ ﾀｶﾖｼ

342 1157 遠山 郁男 愛知県 ろくさんぽﾄｵﾔﾏ ｲｸｵ

343 1158 川上 知紀 愛知県 ﾄﾖﾀ基金ｶﾜｶﾐ ﾄﾓｷ

344 1159 神谷 盛司 愛知県ｶﾐﾔ ｾｲｼﾞ

345 1160 松山 真一 愛知県ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝｲﾁ

346 1161 渡辺 恭治 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｼﾞ

347 1162 鵜飼 誠 愛知県ｳｶｲ ﾏｺﾄ

348 1163 藤井 光広 静岡県ﾌｼﾞｲ ﾐﾂﾋﾛ

349 1164 井口 ｺｳｼﾞ 愛知県ｲｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ

350 1165 坂元 干城 愛知県ｻｶﾓﾄ ｶﾝｼﾞｮｳ
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351 1166 石黒 英昭 愛知県ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾃﾞｱｷ

352 1167 前田 昇二 愛知県ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ

353 1168 中田 哲也 愛知県ﾅｶﾀ ﾃﾂﾔ

354 1169 野呂 健一 三重県ﾉﾛ ｹﾝｲﾁ

355 1170 日下 勉 愛知県ｸｻｶ ﾂﾄﾑ

356 1171 一色 悟 愛知県ｲｯｼｷ ｻﾄﾙ

357 1172 柴田 眞男 愛知県ｼﾊﾞﾀ ｱﾂｵ

358 1173 塩見 博文 愛知県ｼｵﾐ ﾋﾛﾌﾐ

359 1174 伊藤 淳 三重県ｲﾄｳ ｱﾂｼ

360 1175 加藤 博 愛知県ｶﾄｳ ﾋﾛｼ

361 1176 各務 雅利 愛知県 中央精機ｶｸﾑ ﾏｻﾄｼ

362 1177 中島 美治 愛知県ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｼﾞ

363 1178 小畑 政道 東京都ｵﾊﾞﾀ ﾏｻﾐﾁ

364 1179 奥村 智之 愛知県ｵｸﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ

365 1180 榊原 隆之 愛知県 TeamNBｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｶﾕｷ

366 1181 松下 昇平 愛知県ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾍｲ

367 1182 稲葉 仁志 北海道ｲﾅﾊﾞ ﾋﾄｼ

368 1183 松田 太源 愛知県 百花繚･RUNﾏﾂﾀﾞ ﾀｹﾞﾝ

369 1184 板倉 達也 愛知県 どらちゃんずｲﾀｸﾗ ﾀﾂﾔ

370 1185 髙木 賢司 愛知県ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼﾞ

371 1186 久米 秀克 東京都ｸﾒ ﾋﾃﾞｶﾂ

372 1187 小野寺 仁史 大阪府ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾄｼ

373 1188 渡辺 俊博 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ

374 1189 船木 正彦 愛知県ﾌﾅｷ ﾏｻﾋｺ

375 1190 柴田 泰史 愛知県 あいち中央農協ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾌﾐ

376 1191 宮里 和夫 熊本県ﾐﾔｻﾞﾄ ｶｽﾞｵ

377 1192 加藤 義隆 愛知県 ﾗｽﾀﾊﾞﾅﾅｶﾄｳ ﾖｼﾀｶ

378 1193 松原 弘政 愛知県 ｱﾄﾞヴｨｯｸｽ半田ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛﾏｻ

379 1194 田中 和幸 愛知県ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ

380 1195 牧野 哲也 愛知県ﾏｷﾉ ﾃﾂﾔ

381 1196 杉江 誠史 愛知県ｽｷﾞｴ ｼｹﾞﾌﾐ

382 1197 村山 直政 愛知県ﾑﾗﾔﾏ ﾅｵﾏｻ

383 1198 垣内 紀廣 愛知県ｶｷｳﾁ ﾉﾘﾋﾛ

384 1199 清水 直浩 愛知県 ACTecｼﾐｽﾞ ﾅｵﾋﾛ

385 1200 村尾 裕市 愛知県 駆動HVﾑﾗｵ ﾕｳｲﾁ

386 1201 河合 誠一 愛知県ｶﾜｲ ｾｲｲﾁ

387 1202 林 泰三 愛知県ﾊﾔｼ ﾀｲｿﾞｳ

388 1203 松本 芳則 愛知県ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ

389 1204 近藤 秀男 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｵ

390 1205 田渕 善隆 愛知県ﾀﾌﾞﾁ ﾖｼﾀｶ

391 1206 吉岡 憲一 愛知県ﾖｼｵｶ ｹﾝｲﾁ

392 1207 伊藤 彰市郎 愛知県ｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

393 1208 鈴木 達也 愛知県ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ

394 1209 佐藤 郁雄 愛知県ｻﾄｳ ｲｸｵ

395 1210 辻 裕 愛知県 (株)ﾔﾅｾﾂｼﾞ ﾕﾀｶ

396 1211 上原 章裕 愛知県ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ

397 1212 片山 和久 愛知県ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ

398 1213 田中 裕文 愛知県ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ

399 1214 野中 淳 愛知県ﾉﾅｶ ｱﾂｼ

400 1215 吉川 宏司 愛知県 高浜走友会ﾖｼｶﾜ ｺｳｼﾞ
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401 1216 青山 友治 愛知県ｱｵﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ

402 1217 トミオカ リュウジ 愛知県ﾄﾐｵｶ ﾘｭｳｼﾞ

403 1218 トミオカ シンイチ 愛知県 ﾘｭｳｼﾞﾄﾐｵｶ ｼﾝｲﾁ

404 1219 吉川 真司 愛知県ﾖｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ

405 1220 藤井 英幸 愛知県 ﾃﾞﾝｿｰ少林寺拳法部ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

406 1221 野島 昭彦 愛知県ﾉｼﾞﾏ ｱｷﾋｺ

407 1222 岩男 英徳 愛知県ｲﾜｵ ﾋﾃﾞﾉﾘ

408 1223 大須賀 伸弥 愛知県ｵｵｽｶ ｼﾝﾔ

409 1224 渡会 正義 愛知県ﾜﾀﾗｲ ﾏｻﾖｼ

410 1225 船坂 徹治 愛知県ﾌﾅｻｶ ﾃﾂｼﾞ

411 1226 天野 幸夫 愛知県ｱﾏﾉ ﾕｷｵ

412 1227 鳥山 等 愛知県ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾄｼ

413 1228 中村 剛 岐阜県ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ

414 1229 鈴木 多久巳 愛知県ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ

415 1230 荻久保 清 愛知県ｵｷﾞｸﾎﾞ ｷﾖｼ

416 1231 水野 功章 愛知県ﾐｽﾞﾉ ﾖｼｱｷ

417 1232 林 康弘 愛知県ﾊﾔｼ ﾔｽﾋﾛ

418 1233 伊東 佳昭 愛知県ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ

419 1234 鈴木 貴博 愛知県ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

420 1235 戸河里 光雄 愛知県ﾄｶﾞﾘ ﾐﾂｵ

421 1236 谷澤 元治 愛知県ﾀﾆｻﾞﾜ ﾓﾄﾊﾙ

422 1237 杉浦 彰彦 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ｱｷﾋｺ

423 1238 古井 成之 愛知県ﾌﾙｲ ﾅﾙﾕｷ

424 1239 奥山 智司 愛知県ｵｸﾔﾏ ｻﾄｼ

425 1240 御園生 泰継 愛知県ﾐｿﾉｳ ﾔｽﾂｸﾞ

426 1241 黒野 政司 愛知県ｸﾛﾉ ﾏｻｼ

427 1242 平川 一仁 静岡県ﾋﾗｶﾜ ｶｽﾞﾋﾄ

428 1243 岡田 善明 三重県ｵｶﾀﾞ ﾖｼｱｷ

429 1244 木村 正樹 愛知県ｷﾑﾗ ﾏｻｷ

430 1245 白花 正崇 愛知県ｼﾗﾊﾅ ﾏｻﾀｶ

431 1246 神谷 雅彦 愛知県ｶﾐﾔ ﾏｻﾋｺ

432 1247 西﨑 誠 岡山県ﾆｼｻﾞｷ ﾏｺﾄ

433 1248 田口 勝浩 愛知県ﾀｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ

434 1249 片桐 収優 愛知県ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｼｭｳ

435 1250 早川 恭央 愛知県ﾊﾔｶﾜ ﾀｶｵ

436 1251 磯部 雅弘 静岡県ｲｿﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

437 1252 野村 竜行 愛知県ﾉﾑﾗ ﾀﾂﾕｷ

438 1253 Lowry Sean 愛知県ﾗｳﾘｨ ｼｮｰﾝ

439 1254 森 連太郎 愛知県ﾓﾘ ﾚﾝﾀﾛｳ

440 1255 中嶋 香津彦 静岡県ｶﾅｼﾞﾏ ｶﾂﾞﾋｺ

441 1256 向井 守道 愛知県ﾑｶｲ ﾓﾘﾐﾁ

442 1257 安田 文雄 愛知県ﾔｽﾀﾞ ﾌﾐｵ

443 1258 増田 光雄 愛知県ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂｵ

444 1259 川勝 英樹 京都府ｶﾜｶﾂ ﾋﾃﾞｷ

445 1260 柴田 典幸 愛知県ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ

446 1261 浅野 英樹 愛知県ｱｻﾉ ﾋﾃﾞｷ

447 1262 磯野 明彦 愛知県ｲｿﾉ ｱｷﾋｺ
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