
EntryList9:10Start Time :

 Pos BIB DIS TEAMNAME

4部ハーフ男子60歳以上

2020/01/03

1 1263 和田 正元 愛知県 犬山走友会ﾜﾀﾞ ﾏｻﾓﾄ

2 1264 神谷 了 愛知県 富士松ACｶﾐﾔ ｻﾄﾙ

3 1265 川崎 洋 愛知県ｶﾜｻｷ ﾋﾛｼ

4 1266 森 和俊 宮城県 仙台明走会ﾓﾘ ｶｽﾞﾄｼ

5 1267 水野 公彦 愛知県 なごや楽走会ﾐｽﾞﾉ ｷﾐﾋｺ

6 1268 島村 文昭 愛知県 ｸﾗﾌﾞﾉｺﾉｺｼﾏﾑﾗ ﾌﾐｱｷ

7 1269 道下 俊則 愛知県 一人ﾗﾝﾅｰﾐﾁｼﾀ ﾄｼﾉﾘ

8 1270 村上 主方 静岡県ﾑﾗｶﾐ ｽｶﾞﾀ

9 1271 古橋 芳治 愛知県ﾌﾙﾊｼ ﾖｼﾊﾙ

10 1272 坂口 健司 静岡県 聖隷駅伝部ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

11 1273 高澤 正義 愛知県 ｺﾝﾊﾞｯﾄﾀｶｻﾞﾜ ﾏｻﾖｼ

12 1274 加藤 信夫 愛知県ｶﾄｳ ﾉﾌﾞｵ

13 1275 高橋 裕司 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ

14 1276 原 克幸 愛知県 安城北部RCﾊﾗ ｶﾂﾕｷ

15 1277 工藤 宏幸 三重県 ｼﾃｨ四日市ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ

16 1278 和田 健治 三重県ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

17 1279 佐藤 彰 愛知県ｻﾄｳ ｱｷﾗ

18 1280 荒木 正巳 愛知県 安城西部RCｱﾗｷ ﾏｻﾐ

19 1281 角谷 直樹 愛知県ｽﾐﾔ ﾅｵｷ

20 1282 原 英則 愛知県 前田塾ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ

21 1283 伊奈 俊博 愛知県ｲﾅ ﾄｼﾋﾛ

22 1284 高野 一幸 静岡県 治衛門走友会ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾕｷ

23 1285 倉知 徹 愛知県 ｸﾞﾗﾝｼｴﾙｸﾗﾁ ﾄｵﾙ

24 1286 前田 典彦 愛知県 豊川 市田神社ﾏｴﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ

25 1287 野沢 由雄 愛知県 ﾀﾀﾞひたすﾗﾝﾉｻﾞﾜ ﾖｼｵ

26 1288 吉見 一男 愛知県 なごや楽走会ﾖｼﾐ ｶｽﾞｵ

27 1289 安部 一成 愛知県ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

28 1290 大穀 圭介 静岡県ﾀﾞｲｺｸ ｹｲｽｹ

29 1291 鷹羽 克巳 愛知県ﾀｶﾊﾞ ｶﾂﾐ

30 1292 石川 三玄 兵庫県 ﾕﾆﾊﾞｰSCｲｼｶﾜ ﾐﾂﾊﾙ

31 1293 末沢 邦夫 愛知県ｽｴｻﾞﾜ ｸﾆｵ

32 1294 石川 雅治 愛知県ｲｼｶﾜ ﾏｻﾊﾙ

33 1295 近藤 俊樹 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ

34 1296 高橋 好徳 愛知県 鬼ﾄﾚﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ

35 1297 成相 啓二 愛知県 NFIﾅﾘｱｲ ｹｲｼﾞ

36 1298 永山 誠 静岡県ﾅｶﾞﾔﾏ ﾏｺﾄ

37 1299 坪倉 一郎 愛知県 愛知総合工科高校専攻科ﾂﾎﾞｸﾗ ｲﾁﾛｳ

38 1300 本田 守 愛知県 芦屋浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞﾎﾝﾀﾞ ﾏﾓﾙ

39 1301 松井 一元 愛知県 ﾏﾂｲ治療院ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾓﾄ

40 1302 宮内 邦宏 愛知県ﾐﾔｳﾁ ｸﾆﾋﾛ

41 1303 長谷川 昭洋 愛知県 RC@akiﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

42 1304 深津 研一 愛知県ﾌｶﾂ ｹﾝｲﾁ

43 1305 星川 薫 静岡県ﾎｼｶﾜ ｶｵﾙ

44 1306 磯村 達吉 愛知県 東端ﾗﾝﾆﾝｸﾞｲｿﾑﾗ ﾀﾂﾖｼ

45 1307 戸倉 正二 愛知県ﾄｸﾗ ｼｮｳｼﾞ

46 1308 本橋 正男 愛知県ﾓﾄﾊｼ ﾏｻｵ

47 1309 辰巳 正明 滋賀県 名古屋税関ﾀﾂﾐ ﾏｻｱｷ

48 1310 山本 佳彦 静岡県 飛鳥走遊会ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋｺ

49 1311 青山 幹 愛知県 AOIﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｱｵﾔﾏ ｶﾝ

50 1312 生田 家吉 愛知県 日進工業ｲｸﾀ ｲｴﾖｼ
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51 1313 佐藤 健二 愛知県ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ

52 1314 大須賀 明士 愛知県 安城今本RTｵｵｽｶ ｱｷｼ

53 1315 山崎 由郎 愛知県 西尾走友会ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾛｳ

54 1316 筒井 則好 愛知県ﾂﾂｲ ﾉﾘﾖｼ

55 1317 近藤 孝義 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾖｼ

56 1318 浅井 卓朗 愛知県 安城快足ACｱｻｲ ﾀｸﾛｳ

57 1319 鳥居 孝義 三重県 ﾄﾖﾀ車体RCﾄﾘｲ ﾀｶﾖｼ

58 1320 松田 一郎 愛知県ﾏﾂﾀﾞ ｲﾁﾛｳ

59 1321 平井 隆文 愛知県ﾋﾗｲ ﾘｭｳﾌﾞﾝ

60 1322 松下 勝 愛知県ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾙ

61 1323 梅田 鈴夫 岐阜県ｳﾒﾀﾞ ｽｽﾞｵ

62 1324 齋藤 信泰 静岡県 静岡陸協ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾔｽ

63 1325 杉山 耕一 愛知県ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ

64 1326 木村 直樹 愛知県ｷﾑﾗ ﾅｵｷ

65 1327 安井 一 愛知県 TEAM.SACﾔｽｲ ﾊｼﾞﾒ

66 1328 岡崎 正治 愛知県ｵｶｻﾞｷ ｼｮｳｼﾞ

67 1329 片岡 康 三重県 酔走楽部ｶﾀｵｶ ﾔｽｼ

68 1330 鈴木 秀雄 長野県 信州大学ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ

69 1331 河田 一弘 岐阜県 ﾄﾗｯｷｰｶﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

70 1332 武田 修 愛知県 走竜会ﾀｹﾀﾞ ｵｻﾑ

71 1333 小島 憲和 愛知県 RUNﾊﾞｶRCｺｼﾞﾏ ﾉﾘｶｽﾞ

72 1334 神谷 満俊 愛知県 刈谷ﾗﾝﾌﾟﾛｶﾐﾔ ﾐﾂﾄｼ

73 1335 前田 浩 愛知県ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ

74 1336 瀬戸 英男 愛知県ｾﾄ ﾋﾃﾞｵ

75 1337 寺島 昇一 愛知県ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳｲﾁ

76 1338 早崎 正信 岐阜県ﾊﾔｻﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ

77 1339 林 多津治 愛知県 旭鉄工鍛造課ﾊﾔｼ ﾀﾂﾊﾙ

78 1340 牧野 晃 愛知県ﾏｷﾉ ｱｷﾗ

79 1341 矢頭 朗 愛知県 予科練魂ﾔﾄｳ ｱｷﾗ

80 1342 萩原 敏夫 愛知県ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄｼｵ

81 1343 宮林 克行 愛知県 LUANARCﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ

82 1344 杉村 久雄 静岡県 ｴｽｱｽﾘｰﾂｽｷﾞﾑﾗ ﾋｻｵ

83 1345 安達 英雄 愛知県 よろよたｱﾀﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ

84 1346 岩間 正雄 愛知県ｲﾜﾏ ﾏｻｵ

85 1347 本多 勲 愛知県ﾎﾝﾀﾞ ｲｻｵ

86 1348 山田 隆之 静岡県ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

87 1349 杉浦 真 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾏｺﾄ

88 1350 浅野 浩司 愛知県ｱｻﾉ ｺｳｼﾞ

89 1351 都築 威夫 愛知県ﾂﾂﾞｷ ﾀｹｵ

90 1352 越智 英雄 愛知県ｵﾁ ﾋﾃﾞｵ

91 1353 深川 明 愛知県ﾌｶｶﾞﾜ ｱｷﾗ

92 1354 西村 一明 愛知県 東ﾚﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ

93 1355 山中 敏夫 愛知県ﾔﾏﾅｶ ﾄｼｵ

94 1356 山本 孝司 愛知県 山本工業ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ

95 1357 稲垣 広幸 愛知県 安城北部RCｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾕｷ

96 1358 戸村 貴口蔵 愛知県 (株)ﾐﾂｶﾝﾄﾑﾗ ｷｸｿﾞｳ

97 1359 京極 二郎 愛知県ｷｮｳｺﾞｸ ｼﾞﾛｳ

98 1360 村田 秀二 愛知県 不死鳥ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞｼﾞ

99 1361 本谷 一利 大阪府ﾓﾄﾔ ｶｽﾞﾄｼ

100 1362 赤堀 好昭 愛知県 ｱｽﾞﾋﾞﾙｱｶﾎﾘ ﾖｼｱｷ
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101 1363 岩間 芳次 愛知県 碧ACｲﾜﾏ ﾖｼﾂｸﾞ

102 1364 開田 稔 愛知県ｶｲﾀﾞ ﾐﾉﾙ

103 1365 小柳津 祐二 愛知県ｵﾔｲｽﾞ ﾕｳｼﾞ

104 1366 浅井 治雄 愛知県ｱｻｲ ﾊﾙｵ

105 1367 加藤 健作 愛知県ｶﾄｳ ｹﾝｻｸ

106 1368 中村 次男 岐阜県 ﾓﾄｽﾗﾝﾅｶﾑﾗ ﾂｷﾞｵ

107 1369 加藤 信幸 愛知県ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ

108 1370 中山 史信 愛知県 愛教大ｸﾗﾌﾞ名古屋ﾅｶﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ

109 1371 岡本 伸之 愛知県 風の会ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ

110 1372 石川 雅英 愛知県ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ

111 1373 鈴木 清博 愛知県ｽｽﾞｷ ｷﾖﾋﾛ

112 1374 榊原 秀信 愛知県ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

113 1375 安斉 尚徳 愛知県ｱﾝｻﾞｲ ﾋｻﾉﾘ

114 1376 畔柳 陽一 愛知県ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾖｳｲﾁ

115 1377 辻村 真二 愛知県ﾂｼﾞﾑﾗ ｼﾝｼﾞ

116 1378 河原 英穂 愛知県ｶﾜﾊﾗ ﾋﾃﾞﾎ

117 1379 榊原 隆一 愛知県ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｭｳｲﾁ

118 1380 伊藤 和祥 愛知県ｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ

119 1381 安達 義弘 愛知県ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

120 1382 日下 幸二 大阪府ｸｻｶ ｺｳｼﾞ

121 1383 平岩 敏行 愛知県ﾋﾗｲﾜ ﾄｼﾕｷ

122 1384 杉浦 五男 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ｲﾂｵ

123 1385 大岡 又男 愛知県ｵｵｵｶ ﾏﾀｵ

124 1386 木下 雅彦 愛知県ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋｺ

125 1387 塚本 康二 岐阜県ﾂｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ

126 1388 石川 清明 愛知県ｲｼｶﾜ ｷﾖｱｷ

127 1389 鈴木 学 静岡県ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ

128 1390 小池 一英 愛知県ｺｲｹ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

129 1391 朝岡 安男 愛知県ｱｻｵｶ ﾔｽｵ

130 1392 中島 宗一 愛知県ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁ

131 1393 塚本 大輔 愛知県ﾂｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

132 1394 岩崎 良広 愛知県ｲﾜｻｷ ﾖｼﾋﾛ

133 1395 村田 秀雄 愛知県ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞｵ

134 1396 髙橋 優 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ

135 1397 本多 洋 愛知県ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ

136 1398 野本 哲郎 愛知県ﾉﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ

137 1399 杉浦 正継 静岡県ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾂｸﾞ

138 1400 坂下 保 愛知県ｻｶｼﾀ ﾀﾓﾂ

139 1401 吉田 富夫 愛知県ﾖｼﾀﾞ ﾄﾐｵ

140 1402 山崎 芳雄 愛知県ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｵ

141 1403 三矢 逸馬 愛知県ﾐﾂﾔ ｲﾂﾏ

142 1404 三輪 明司 愛知県ﾐﾜ ｱｹｼ

143 1405 石原 勇三 愛知県ｲｼﾊﾗ ﾕｳｿﾞｳ

144 1406 三輪 康彦 ﾐﾜ ﾔｽﾋｺ

145 1407 山岡 郁雄 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｲｸｵ

146 1408 樋渡 敏 愛知県ﾋﾜﾀｼ ｻﾄｼ

147 1409 宇木 隆司 静岡県ｳｷ ﾀｶｼ

148 1410 辻村 正人 愛知県ﾂｼﾞﾑﾗ ﾏｻﾄ

149 1411 石原 勇三 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｿﾞｳ

150 1412 近藤 章雄 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｵ
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151 1413 成田 実 愛知県ﾅﾘﾀ ﾐﾉﾙ

152 1414 山口 保男 愛知県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽｵ

153 1415 汲田 義行 岐阜県ｸﾐﾀ ﾖｼﾕｷ

154 1416 近藤 高雄 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｵ

155 1417 小出 和義 静岡県ｺｲﾃﾞ ｶｽﾞﾖｼ

156 1418 江坂 立美 愛知県ｴｻｶ ﾀﾂﾐ

157 1419 早川 港 岐阜県ﾊﾔｶﾜ ﾐﾅﾄ
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