
　女性　　レスナンバー順

No 氏　　名 シ　メ　イ カテゴリー
JTU登録
加盟団体

251 倉内　千紘 クラウチ　チヒロ F25 愛知県

301 林　摩耶 ハヤシ　マヤ F30 香川県

302 寺木　佐和子 テラキ　サワコ F30 愛知県

303 後藤　明日美 ゴトウ　アスミ F30 静岡県

304 小林　千枝 コバヤシ　チエ F30 東京都

305 中川　栄利子 ナカガワ　エリコ F30 愛知県

351 渡辺  莉恵 ワタナベ　リエ F35 大阪府

352 杉原　佳代子 スギハラ　カヨコ F35 兵庫県

353 村上　式子 ムラカミ　シキコ F35 愛知県

401 中本  綾美 ナカモト アヤミ F40 兵庫県

402 永嶺  美那子 ナガミネ ミナコ F40 兵庫県

403 中塚　裕美 ナカツカ　ヒロミ F40 兵庫県

404 松尾　由樹恵 マツオ　ユキエ F40 兵庫県

405 後藤　志保 ゴトウ　シホ F40 岐阜県

406 相馬   ゆうき ソウマ  ユウキ F40 東京都

407 渡邉　直子 ワタナベ　ナオコ F40 愛知県

408 市木　三奈子 イチギ　ミナコ F40 兵庫県

409 鴻池  友江 コウノイケ　 トモエ F40 東京都

451 佐久間  宏美 サクマ　ヒロミ F45 大分県

452 川谷　陽子 カワタニ　ヨウコ F45 愛知県

453 奥田  智美 オクダ　トモミ F45 三重県

454 有江　和美 アリエ　カズミ F45 滋賀県

455 桑野　加恵 クワノ　カエ F45 香川県

456 松本　陽子 マツモト　ヨウコ F45 愛知県

501 福井  幸代 フクイ　ユキヨ F50 愛知県

502 村田　祥乃 ムラタ　ヨシノ F50 静岡県

503 竹内　みどり タケウチ　ミドリ F50 東京都
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551 山下　桂子 ヤマシタ　ケイコ F55 三重県

552 松村　三保 マツムラ　ミホ F55 愛知県

601 林  優子 ハヤシ  ユウコ F60 香川県

　男性　レースナンバー順

No 氏　　名 シ　メ　イ
2016年の
年末年齢

JTU登録
加盟団体

1801 山本　芽張 ヤマモト メバル F18 学連愛知

2501 石橋　健志 イシバシ　タケシ F25 大阪府

2502 島崎　太志 シマザキ　フトシ F25 東京都

2503 吉村　彰記 ヨシムラ　アキノリ F25 愛知県

2504 藤森　真大 フジモリ　マサヒロ F25 岐阜県

2505 福井　惇一 フクイ　ジュンイチ F25 東京都

2506 高橋　誠司 タカハシ セイジ F25 岐阜県

2507 田邊   瑛二 タナベ   エイジ F25 愛知県

2508 川合　智也 カワイ　トモヤ F25 愛知県

2509 本岡　拓憲 モトオカ　タクノリ F25 広島県

2510 橋本  将功 ハシモト マサノリ F25 愛知県

2511 大野　貴浩 オオノ　タカヒロ F25 岐阜県

2512 中村   亮平 カナムラ　リョウヘイ F25 神奈川県

2513 池谷  洋樹 イケタニ　ヒロキ F25 愛知県

2514 玉村  卓之 タマムラ　タカユキ F25 東京都

2515 神谷  泰平 カミヤ　タイヘイ F25 愛知県

3001 中岡　壮史郎 ナカオカ　ソウシロウ F30 東京都

3002 山下  智紀 ヤマシタ　トモノリ F30 愛知県

3003 岸田  浩幸 キシダ　ヒロユキ F30 千葉県

3004 内山  達也 ウチヤマ  タツヤ F30 大阪府

3005 飯野　原輝 イイノ　モトキ F30 愛知県

3006 石原　祥行 イシハラ　ヨシユキ F30 神奈川県

3007 龍王　孝史 リュウオウ　タカシ F30 静岡県

3008 菱沼　卓也 ヒシヌマ　タクヤ F30 東京都

3009 嶋崎　善文 シマサキ　ヨシフミ F30 愛知県

3010 藤井　雅之 フジイ　マサユキ F30 岐阜県

3011 西村　健太郎 ニシムラ　ケンタロウ F30 東京都

3012 小川　北斗 オガワ　ホクト F30 東京都

3013 増田  雄太 マスダ ユウタ F30 広島県

3014 松下　雅俊 マツシタ　マサトシ F30 大阪府

3015 浜崎　亮介 ハマサキ　リョウスケ F30 愛知県

3016 高橋　利明 タカハシ　トシアキ F30 静岡県



3017 松木　康祐 マツキ　コウスケ F30 大阪府

3018 茂木　英昭 モギ　ヒデアキ F30 神奈川県

3019 上野　修平 ウエノ　シュウヘイ F30 愛知県

3020 川村　亮介 カワムラ　リョウスケ F30 東京都

3021 三井　雄貴 ミツイ　ユウキ F30 東京都

3022 倉内　誠司 クラウチ　セイジ F30 愛知県

3023 石田　大輔 イシダ　ダイスケ F30 岐阜県

3024 大城  一馬 オオシロ　カズマ F30 沖縄県

3025 横田  翔平 ヨコタ　ショウヘイ F30 愛知県

3026 大石  裕之 オオイシ ヒロユキ F30 愛知県

3027 遠藤　修作 エンドウ　シュウサク F30 京都府

3028 大村　成伸 オオムラ　アキノブ F30 愛知県

3029 山本  昌弘 ヤマモト  マサヒロ F30 愛知県

3030 後藤  賢一 ゴトウ　ケンイチ F30 愛知県

3031 立野　貴浩 タツノ　タカヒロ F30 愛知県

3032 善野  利規 ゼンノ　トシノリ F30 京都府

3033 加藤　哲志 カトウ　テツシ F30 愛知県

3034 加藤  周 カトウ　シュウ F30 東京都

3035 野間　琢生 ノマ　タクオ F30 愛知県

3036 池田  憲史 イケダ　ノリフミ F30 兵庫県

3501 川崎  隆嗣 カワサキ　タカシ F35 大阪府

3502 安井　真一郎 ヤスイ　シンイチロウ F35 愛知県

3503 花原　敬 ハナハラ　サトシ F35 愛知県

3504 古山  幹朗 フルヤマ　ミキオ F35 愛知県

3505 杉原  功太 スギハラ　コウタ F35 埼玉県

3506 中村  剛士 ナカムラ　ツヨシ F35 岐阜県

3507 山口　一之 ヤマグチ　カズユキ F35 鳥取県

3508 大西  智広 オオニシ  トモヒロ F35 大阪府

3509 西原　且浩 ニシハラ　カツヒロ F35 兵庫県

3510 上山　航 ウエヤマ　ワタル F35 兵庫県

3511 細川　佑一郎 ホソカワ　ユウイチロウ F35 愛知県

3512 近藤　高弘 コントウ　タカヒロ F35 愛知県

3513 土屋　光正 ツチヤ　ミツマサ F35 東京都

3514 河村  真吾 カワムラ　シンゴ F35 愛知県

3515 吉川　英一 ヨシカワ　エイイチ F35 愛知県

3516 近藤　隆充 コンドウ　タカミツ F35 大阪府

3517 深堀  洋介 フカボリ　ヨウスケ F35 東京都

3518 白崎  涼介 シラサキ  リョウスケ F35 東京都

3519 林　邦生 ハヤシ　クニオ F35 大阪府

3520 石田  良介 イシダ リョウスケ F35 東京都



3521 田口  幸太郎 タグチ  コウタロウ F35 愛知県

3522 岡本  浩之 オカモト　ヒロユキ F35 愛知県

3523 高田　裕基 タカダ　ユウキ F35 大阪府

3524 田中  健一 タナカ 　ケンイチ F35 兵庫県

3525 渡辺　寛 ワタナベ　ヒロシ F35 京都府

3526 北川  貴士 キタガワ アツシ F35 滋賀県

3527 和田　吉弘 ワダ　ヨシヒロ F35 愛知県

3528 仙田　敬之 センダ　タカユキ F35 神奈川県

3529 八木　洋介 ヤギ　ヨウスケ F35 静岡県

3530 遠藤　聡 エンドウ　サトシ F35 愛知県

3531 土田  洋平 ツチダ　ヨウヘイ F35 岐阜県

3532 高林  靖 タカバヤシ  ヤスシ F35 静岡県

3533 西本  保之 ニシモト ヤスユキ F35 静岡県

3534 松金　拓哉 マツカネ　タクヤ F35 愛知県

3535 倉田　芳信 クラタ　ヨシノブ F35 三重県

3536 藤井  政和 フジイ　マサカズ F35 東京都

3537 小林　忠広 コバヤシ　タダヒロ F35 愛知県

3538 仲本  祥太郎 ナカモト　ショウタロウ F35 岐阜県

3539 樫原　祐市 カシハラ　ユウイチ F35 滋賀県

3540 中垣内　敦詞 ナカガイト　アツシ F35 愛知県

3541 大石　敏夫 オオイシ　トシオ F35 兵庫県

3542 遠藤　直哉 エンドウ　ナオヤ F35 神奈川県

3543 神谷　圭祐 カミヤ　ケイスケ F35 東京都

3544 鵜飼　達彦 ウカイ　タツヒコ F35 愛知県

3545 工藤　顕 クドウ　アキラ F35 東京都

3546 北村  祐樹 キタムラ ユウキ F35 愛知県

3547 三田　博史 サンダ　ヒロシ F35 兵庫県

3548 稲川　太 イナカワ　フトシ F35 三重県

3549 桐山　貴至 キリヤマ　タカシ F35 大阪府

4001 鈴木　建吾 スズキ　ケンゴ F40 静岡県

4002 成田  延久 ナリタ ノブヒサ F40 愛知県

4003 富岡　聡文 トミオカ　サトフミ F40 神奈川県

4004 田口　祐介 タグチ　ユウスケ F40 滋賀県

4005 青野　豪 アオノ　ゴウ F40 東京都

4006 町  晴秋 マチ　セイシュウ F40 神奈川県

4007 花木　陽平 ハナキ　ヨウヘイ F40 埼玉県

4008 鎌仲　賢次 カマナカ　ケンジ F40 三重県

4009 大竹  厚 オオタケ　アツシ F40 石川県

4010 伊藤　陽之 イトウ　ヒロユキ F40 京都府

4011 中島  一樹 ナカシマ　カズキ F40 大阪府



4012 稲木　巧 イナギ　タクミ F40 愛知県

4013 石原  基宏 イシハラ　モトヒロ F40 愛知県

4014 山下　武史 ヤマシタ　タケフミ F40 東京都

4015 高山　一樹 タカヤマ　カズキ F40 神奈川県

4016 伊藤　衛 イトウ　マモル F40 三重県

4017 福島　泰史 フクシマ　ヤスシ F40 埼玉県

4018 堀江　亮介 ホリエ　リョウスケ F40 愛知県

4019 平山　卓男 ヒラヤマ　タクオ F40 愛知県

4020 二村　和視 ニムラ　カズミ F40 静岡県

4021 中田　慎介 ナカタ　シンスケ F40 大阪府

4022 平本　秀二 ヒラモト　シュウジ F40 滋賀県

4023 加藤　康彦 カトウヤ　スヒコ F40 愛知県

4024 西尾  純二 ニシオ　ジュンジ F40 大阪府

4025 石井　仁平 イシイ　ジンペイ F40 新潟県

4026 坂本　岳史 サカモト　タケシ F40 兵庫県

4027 中嶋  健太郎 ナカシマ　ケンタロウ F40 石川県

4028 中塚　順也 ナカツカ　ジュンヤ F40 大阪府

4029 渡辺　真吾 ワタナベ　シンゴ F40 愛知県

4030 宮内　俊輔 ミヤウチ　シュンスケ F40 大阪府

4031 市来　寛志 イチキ　ヒロシ F40 千葉県

4032 葛城　建史 カツラギ　ケンジ F40 千葉県

4033 矢野　知章 ヤノ　トモアキ F40 兵庫県

4034 柿本　順一 カキモト ジュンイチ F40 兵庫県

4035 滝  聡雄 タキ アキオ F40 愛知県

4036 古谷　幸慈 フルヤ　コウジ F40 静岡県

4037 杉原  正規 スギハラ　マサノリ F40 兵庫県

4038 大西　邦弘 オオニシ　クニヒロ F40 兵庫県

4039 後藤　浩夫 ゴトウ　ヒロオ F40 愛知県

4040 古橋　誠司 フルハシ　セイジ F40 愛知県

4041 武村　貴行 タケムラ　タカユキ F40 大阪府

4042 金  英浩 キム　ヨンホ F40 愛知県

4043 梅村　晃成 ウメムラ　アキナリ F40 愛知県

4044 大山　祐一 オオヤマ　ユウウチ F40 愛知県

4045 和田  康平 ワダ  コウヘイ F40 東京都

4046 真城  壮司 マシロ　ソウシ F40 愛知県

4047 松元　孝臣 マツモト　タカオミ F40 滋賀県

4048 折目  龍彦 オリメ　タツヒコ F40 愛知県

4049 名越　秀国 ナゴシ　ヒデクニ F40 広島県

4050 内藤　昭裕 ナイトウ アキヒロ F40 愛知県

4051 鈴木　岳幸 スズキ　タケユキ F40 静岡県



4052 梅岡　比俊 ウメオカ　ヒトシ F40 兵庫県

4053 佐川　泰久 サガワ　ヤスヒサ F40 神奈川県

4054 中田　貴之 ナカタ　タカユキ F40 兵庫県

4055 伊藤　渉 イトウ　ワタル F40 埼玉県

4056 関　貴弘 セキ　タカヒロ F40 神奈川県

4057 米岡　賢太郎 ヨネオカ　ケンタロウ F40 愛知県

4058 中田  将寛 ナカダ マサヒロ F40 静岡県

4059 松田　雅也 マツダ　マサヤ F40 愛知県

4060 澤　直樹 サワ　ナオキ F40 兵庫県

4061 坂田　篤 サカタ　アツシ F40 愛知県

4062 池井  崇 イケイ　タカシ F40 大阪府

4063 原田　修一 ハラダ　シュウイチ F40 静岡県

4064 青木　智宏 アオキ　トモヒロ F40 鳥取県

4065 蓑島 貴則 ミノシマ　タカノリ F40 愛知県

4066 石川　幸篤 イシカワ　ユキアツ F40 東京都

4067 大野  力也 オオノ　リキヤ F40 兵庫県

4068 西澤　義治 ニシザワ　ヨシハル F40 東京都

4069 各務　正敏 カカム　マサトシ F40 岐阜県

4070 堀田　卓朗 ホッタ　タクロウ F40 長崎県

4071 友重　昌泰 トモシゲ　マサヒロ F40 兵庫県

4072 久住  有生 クスミ　ナオキ F40 東京都

4073 冨松　正宏 トミマツ　マサヒロ F40 愛知県

4074 宮　豊 ミヤ　ユタカ F40 兵庫県

4501 新美　貴士 ニイミ　タカシ F45 愛知県

4502 石田  朋敬 イシダ　トモタカ F45 滋賀県

4503 生駒　元保 イコマ　モトヤス F45 兵庫県

4504 安藤  康彦 アンドウ ヤスヒコ F45 愛知県

4505 浜名  将光 ハマナ　マサミツ F45 岐阜県

4506 小西　波也人 コニシ　ハヤト F45 東京都

4507 大鹿  満貴 オオシカ　ミツタカ F45 愛知県

4508 石地　正典 イシジ　マサノリ F45 愛知県

4509 岡崎　博幸 オカザキ　ヒロユキ F45 愛知県

4510 小幡　修大 オバタ　ノブヒロ F45 神奈川県

4511 今林  義考 イマバヤシ ヨシタカ F45 兵庫県

4512 石川 喜規 イシカワ　ヨシノリ F45 愛知県

4513 鹿島　洋輔 カシマ　ヨウスケ F45 愛知県

4514 畠中　洋史 ハタケナカ　ヒロフミ F45 愛知県

4515 中原　克弥 ナカハラ　カツヤ F45 大阪府

4516 新井　秀治 アライ　ヒデハル F45 東京都

4517 佐藤　貴久 サトウ　タカヒサ F45 愛知県



4518 青木  幸則 アオキ  ユキノリ F45 愛知県

4519 岸本　健吾 キシモト　ケンゴ F45 兵庫県

4520 仮屋  昭博 カリヤ　アキヒロ F45 東京都

4521 佐々木  政人 ササキ　マサト F45 東京都

4522 斉藤　岳 サイトウ　ガク F45 神奈川県

4523 喜多  康人 キタ　ヤスヒト F45 大阪府

4524 清水   隆 シミズ　タカシ F45 愛知県

4525 大西  伸 オオニシ　シン F45 京都府

4526 野村  典宏 ノムラ　ノリヒロ F45 兵庫県

4527 内田  忠夫 ウチダ　タダオ F45 三重県

4528 大嶋　健治 オオシマ　ケンジ F45 愛知県

4529 松尾　浩英 マツオ　ヒロヒデ F45 宮城県

4530 大久保　堅司 オオクボ　ケンジ F45 岐阜県

4531 入船　和徳 イリフネ　カズノリ F45 愛知県

4532 前田  尚宏 マエダ　ナオヒロ F45 大阪府

4533 荻野  賢志郎 オギノ　ケンシロウ F45 兵庫県

4534 藤本　茂 フジモト　シゲル F45 兵庫県

4535 古田　哲也 フルタ　テツヤ F45 愛知県

4536 前山  仁 マエヤマ  ヒトシ F45 東京都

4537 永井　克明 ナガイ　カツアキ F45 神奈川県

4538 井上  浩一郎 イノウエ　コウイチロウ F45 東京都

4539 井出　達郎 イデ　タツロウ F45 大阪府

4540 山本  邦夫 ヤマモト　クニオ F45 愛知県

4541 中川　将人 ナカガワ　マサト F45 大阪府

4542 丸子　広史 マルコ　ヒロシ F45 兵庫県

4543 奥野　英明 オクノ　ヒデアキ F45 兵庫県

4544 石川  眞一郎 イシカワ シンイチロウ F45 東京都

4545 小林  靖明 コバヤシ　ヤスアキ F45 東京都

4546 安田　徳基 ヤスダ　トクキ F45 兵庫県

4547 岡崎　隆司 オカザキ　タカシ F45 静岡県

4548 藤田　裕行 フジタ　ヒロユキ F45 静岡県

4549 石井　秀明 イシイ　ヒデアキ F45 静岡県

4550 石原　拓哉 イシハラ　タクヤ F45 岐阜県

4551 森  昌希 モリ  マサキ F45 岐阜県

4552 石塚　太志 イシヅカ　フトシ F45 愛知県

4553 伊藤　敬 イトウ　タカシ F45 大阪府

4554 佐藤　浩史 サトウ　ヒロシ F45 神奈川県

4555 浅本　勝一 アサモト　ショウイチ F45 大阪府

4556 山本  幸弘 ヤマモト ユキヒロ F45 愛知県

4557 勝倉　修一 カツクラ　シュウイチ F45 山梨県



4558 棚橋　宏泰 タナハシ　ヒロヤス F45 岐阜県

4559 大濱　徹 オオハマ　トオル F45 愛知県

4560 平野  正也 ヒラノ　マサヤ F45 愛知県

4561 伯耆　徳之 ホウキ　ノリユキ F45 奈良県

4562 丸田　幹穂 マルタ　ミキホ F45 大阪府

4563 岩原　将文 イワハラ　マサフミ F45 東京都

4564 新美　大 ニイミ　マサル F45 愛知県

4565 原崎　正士 ハラザキ　マサシ F45 静岡県

4566 市川　仁史 イチカワ　ヒトシ F45 愛知県

4567 田中　純一 タナカジュンイチ F45 愛知県

4568 酒谷  浩行 サカタニ　ヒロユキ F45 奈良県

4569 大野  修平 オオノ　シュウヘイ F45 愛知県

4570 清水　克則 シミズ　カツノリ F45 大阪府

4571 足達　松太郎 アダチ　マツタロウ F45 千葉県

4572 西川　武志 ニシカワ　タケシ F45 愛知県

4573 佐野　康治 サノ　ヤスジ F45 三重県

4574 柳本　徹 ヤナギモト　トオル F45 大阪府

4575 伊藤　明広 イトウ　アキヒロ F45 愛知県

4576 藤井　克人 フジイ　カツヒト F45 愛知県

5001 田中　豊 タナカ　ユタカ F50 東京都

5002 森田　伸 モリタ　シン F50 愛知県

5003 長澤　宏隆 ナガサワ　ヒロタカ F50 山梨県

5004 市川  博文 イチカワ　ヒロフミ F50 愛知県

5005 高橋　久晴 タカハシ　ヒサハル F50 東京都

5006 中村　俊之 ナカムラ　トシユキ F50 和歌山県

5007 栗原　陽次郎 クリハラ　ヨウジロウ F50 大阪府

5008 舟橋　洋明 フナハシ　ヒロアキ F50 大阪府

5009 小倉　友啓 オグラ　トモヒロ F50 岐阜県

5010 山田  篤 ヤマダ アツシ F50 岐阜県

5011 安藤　彰啓 アンドウ　アキヨシ F50 大阪府

5012 東江　栄 アガリエ　サカエ F50 香川県

5013 若林　孝佳 ワカバヤシ　タカヨシ F50 兵庫県

5014 丸山　誠二 マルヤマ　セイジ F50 静岡県

5015 西脇　裕二 ニシワキ　ユウジ F50 岐阜県

5016 平野　光司 ヒラノ　コウジ F50 兵庫県

5017 江口  浩明 エグチ　ヒロアキ F50 東京都

5018 佐藤　清貴 サトウ　キヨタカ F50 愛知県

5019 笹尾　真一 ササオ　シンイチ F50 愛知県

5020 長島　芳之 ナガシマ　ヨシユキ F50 埼玉県

5021 一宮  修 イチミヤ　オサム F50 愛知県



5022 柳澤　 貴 ヤナギサワ　タカシ F50 東京都

5023 池田　雅一 イケダ　マサカズ F50 三重県

5024 大石　昭弘 オオイシ　アキヒロ F50 長野県

5025 松尾　隆浩 マツオ　タカヒロ F50 岐阜県

5026 高  嵐 コウ　ラン F50 兵庫県

5027 金井　周悟 カナイ　シュウゴ F50 神奈川県

5028 二階堂　洋史 ニカイドウ　ヒロフミ F50 東京都

5029 鈴木　茂之 スズキ　シゲユキ F50 静岡県

5030 藤田　義彦 フジタ　ヨシヒコ F50 静岡県

5031 成宮　千浩 ナルミヤ　チヒロ F50 愛知県

5032 三品　辰美 ミシナ　タツミ F50 東京都

5033 小川　淳 オガワ　アツシ F50 愛知県

5034 小川  浩司 オガワ　ヒロシ F50 滋賀県

5035 阿部　元紀 アベ　モトノリ F50 東京都

5036 羽賀  正幹 ハガ  マサミキ F50 岐阜県

5037 伏見　和也 フシミ　カズヤ F50 岐阜県

5038 岡本　琢郎 オカモト　タクロウ F50 大阪府

5039 正岡　佳典 マサオカ　ヨシミチ F50 宮城県

5040 亀山　時弘 カメヤマ　トキヒロ F50 静岡県

5041 冨岡　敏憲 トミオカ　トシノリ F50 広島県

5042 片野　岳彦 カタノ　タケヒコ F50 愛知県

5043 西川　達夫 ニシカワ　タツオ F50 愛知県

5044 梅村　久樹 ウメムラ　ヒサキ F50 愛知県

5045 山口　淳 ヤマグチ　アツシ F50 愛知県

5501 久保　秀一 クボ　シュウイチ F55 三重県

5502 川西　隆史 カワニシ　タカシ F55 広島県

5503 穂迫　順一 ホサコ　ジュンイチ F55 愛知県

5504 中島　宣之 ナカジマ　ノリユキ F55 愛知県

5505 藤巻　利宏 フジマキ　トシヒロ F55 岐阜県

5506 浜田  徳幸 ハマダ  ノリユキ F55 大阪府

5507 志治　克美 シジ　カツミ F55 広島県

5508 田中　雄二 タナカ　ユウジ F55 大阪府

5509 草野　崇一 クサノ　シュウイチ F55 香川県

5510 宮里　英文 ミヤザト　ヒデフミ F55 大阪府

5511 寺岡  用二 テラオカ  ヨウジ F55 滋賀県

5512 足立　雅弘 アダチ　マサヒロ F55 兵庫県

5513 椎名　克行 シイナ　カツユキ F55 新潟県

5514 山本　雅一郎 ヤマモト　マサイチロウ F55 大阪府

5515 伊藤　善也 イトウ　ゼンヤ F55 愛知県

5516 佐々木　義男 ササキ　ヨシオ F55 大阪府



5517 脇　郁夫 ワキ　イクオ F55 兵庫県

5518 杉本　孝二郎 スギモト　コウジロウ F55 大阪府

5519 市川　卓 イチカワ　タカシ F55 東京都

5520 寺木　忠利 テラキ　タダトシ F55 愛知県

5521 山口　正 ヤマグチ　タダシ F55 東京都

5522 三矢　富昭 ミツヤ　トミアキ F55 愛知県

5523 上水　満治 アゲミズ　ミツハル F55 大阪府

6001 吉田　直彦 ヨシダ　ナオヒコ F60 岐阜県

6002 桟敷　栄一 サジキ　エイイチ F60 奈良県

6003 畑中　泰二 ハタナカ　タイジ F60 埼玉県

6004 松井　良久 マツイ　ヨシヒサ F60 東京都

6005 石飛　肇 イシトビ　ハジメ F60 兵庫県

6501 長谷川　守 ハセガワ　マモル F65 愛知県

6502 丹羽　良志輝 ニワ　ヨシテル F65 三重県

6503 山口　清 ヤマグチ　キヨシ F65 愛知県

6504 山川　清一 ヤマカワ　セイイチ F65 宮城県


