
ウェイブ レースNo ⽒名（姓） ⽒名（名） ⽒名（カナ姓） ⽒名（カナ名） カテゴリー JTU登録地
１ 2001 ⽣⽥ 直幹 イクタ ナオキ M20-24 学⽣連合
１ 2002 廣瀬 智貴 ヒロセ トモキ M20-24 学⽣連合
１ 2003 吉川 正⼈ ヨシカワ マサト M20-24 学⽣連合
１ 2004 有海 将司 アリウミ マサシ M20-24 ⼤阪府
１ 2005 神⾕ 太陽 カミヤ タイヨウ M20-24 岐⾩県
１ 2006 ⽯⽥ 涼 イシダ リョウ M20-24 ⼤阪府
１ 2007 野沢 理貴 ノザワ リキ M20-24 兵庫県
１ 2501 ⾚松 ⼤輝 アカマツ トモキ M25-29 東京都
１ 2502 潮 明良 ウシオ アキラ M25-29 静岡県
１ 2503 ⼤城 渉 オオシロ ワタル M25-29 東京都
１ 2504 ⼤橋 輝久 オオハシ アキヒサ M25-29 愛知県
１ 2505 江川 翔⼀ エガワ ショウイチ M25-29 愛知県
１ 2506 ⽊下 翔太郎 キノシタ ショウタロウ M25-29 愛知県
１ 2507 ⽊⼝ 僚 キグチ リョウ M25-29 ⼤阪府
１ 2508 佐野 涼太 サノ リョウタ M25-29 東京都
１ 2509 武⽥ 直樹 タケダ ナオキ M25-29 愛知県
１ 2510 ⿇崎 雄太 マサキ ユウタ M25-29 千葉県
１ 2511 浅井 健也 アサイ ケンヤ M25-29 愛知県
１ 2512 ⼤⻄ 鴻基 オオニシ コウキ M25-29 愛知県
１ 2513 廣瀬 善貴 ヒロセ ヨシキ M25-29 京都府
１ 2514 森本 丈⼠ モリモト タケシ M25-29 兵庫県
１ 2515 加茂 翔也 カモ ショウヤ M25-29 静岡県
１ 2516 河⽥ 直希 カワダ ナオキ M25-29 静岡県
１ 2517 辻本 挑 ツジモト イドム M25-29 愛知県
１ 2518 牧野 禎也 マキノ シンヤ M25-29 静岡県
１ 2519 ⼭本 明宜 ヤマモト アキヨシ M25-29 神奈川県
１ 3001 池⽯ 正樹 イケイシ マサキ M30-34 愛知県
１ 3002 関本 英貴 セキモト ヒデタカ M30-34 ⼤阪府
１ 3003 フェラーリ シモン フェラーリ シモン M30-34 ⼤阪府
１ 3004 ⽯原 誠 イシハラ マコト M30-34 愛知県
１ 3005 宅間 徹 タクマ トオル M30-34 京都府
１ 3006 中⻄ 亮 ナカニシ リョウ M30-34 ⼤阪府
１ 3007 神⾕ 泰平 カミヤ タイヘイ M30-34 愛知県
１ 3008 樹神 岳 コダマ ガク M30-34 愛知県
１ 3009 橋本 将功 ハシモト マサノリ M30-34 愛知県

2019第9回⻑良川ミドルトライアスロン102　スタートリスト
（2019年4⽉21⽇現在）

　★カテゴリー（年齢）は2019年12⽉31⽇現在です。
　★⽒名（カナ）・カテゴリー（男⼦M、⼥⼦F）・JTU登録地をご確認ください。　
　★掲載事項に誤りがあった場合は4⽉20⽇までに「k.suzuki@jtu.or.jp」までご連絡ください。



１ 3010 松浦 吉晃 マツウラ ヨシアキ M30-34 京都府
１ 3011 天野 亜寅 アマノ アトラ M30-34 神奈川県
１ 3012 内⼭ 達也 ウチヤマ タツヤ M30-34 ⼤阪府
１ 3013 ⽥中 ⼤祐 タナカ ダイスケ M30-34 愛媛県
１ 3014 ⼭本 俊輔 ヤマモト シュンスケ M30-34 ⼤阪府
１ 3015 東 ⼤介 アズマ ダイスケ M30-34 ⼤阪府
１ 3016 岡⽥ 真太朗 オカダ シンタロウ M30-34 愛知県
１ 3017 久保 亘 クボ ワタル M30-34 ⼤阪府
１ 3018 城阪 佳佑 シロサカ ケイスケ M30-34 ⼤阪府
１ 3019 ⾼梨 宏修 タカナシ ヒロノブ M30-34 愛知県
１ 3020 ⻄尾 年弘 ニシオ トシヒロ M30-34 徳島県
１ 3021 藤井 雅之 フジイ マサユキ M30-34 岐⾩県
１ 3022 増⽥ 雄太 マスダ ユウタ M30-34 福島県
１ 3023 増⽥ 雄介 マスダ ユウスケ M30-34 三重県
１ 3024 松下 雅俊 マツシタ マサトシ M30-34 ⼤阪府
１ 3025 横井 克明 ヨコイ カツアキ M30-34 愛知県
１ 3501 上野 修平 ウエノ シュウヘイ M35-39 愛知県
１ 3502 ⿅俣 慧 カノマタ サトシ M35-39 兵庫県
１ 3503 倉内 誠司 クラウチ セイジ M35-39 愛知県
１ 3504 源根 秀⼀ ゲンネ ヒデカズ M35-39 兵庫県
１ 3505 ⾼津 英彰 コウヅ ヒデアキ M35-39 ⼤阪府
１ 3506 ⼩林 祐太 コバヤシ ユウタ M35-39 静岡県
１ 3507 忠⽥ 誠司 チュウダ セイジ M35-39 愛知県
１ 3508 中内 晋⼆郎 ナカウチ シンジロウ M35-39 ⿃取県
１ 3509 東野 翔 ヒガシノ ショウ M35-39 ⼤阪府
１ 3510 松⽊ 康祐 マツキ コウスケ M35-39 ⼤阪府
１ 3511 森本 春助 モリモト シュンスケ M35-39 兵庫県
１ 3512 ⽶⽥ 泰崇 ヨネダ ヤスタカ M35-39 富⼭県
１ 3513 井野 雄介 イノ ユウスケ M35-39 愛知県
１ 3514 ⼤⽯ 裕之 オオイシ ヒロユキ M35-39 愛知県
１ 3515 川村 善明 カワムラ ヨシアキ M35-39 静岡県
１ 3516 芝崎 潤 シバサキ ジュン M35-39 兵庫県
１ 3517 ⼭⽥ 公則 ヤマダ マサノリ M35-39 ⽯川県
１ 3518 横⽥ 翔平 ヨコタ ショウヘイ M35-39 愛知県
１ 3519 浅野 佑 アサノ ユウ M35-39 滋賀県
１ 3520 池⽥ 憲史 イケダ ノリフミ M35-39 兵庫県
１ 3521 ⼤村 成伸 オオムラ アキノブ M35-39 愛知県
１ 3522 数⽥ 啓⼆ カズタ ケイジ M35-39 広島県
１ 3523 ⼩杉 元宏 コスギ モトヒロ M35-39 ⼤阪府
１ 3524 野間 琢⽣ ノマ タクオ M35-39 愛知県
１ 3525 福浦 義明 フクウラ ヨシアキ M35-39 愛知県
１ 3526 丸⽥ 聡 マルタ サトシ M35-39 神奈川県
１ 3527 守⽥ 博紀 モリタ ヒロキ M35-39 東京都
１ 3528 ⼭本 昌弘 ヤマモト マサヒロ M35-39 愛知県



１ 3529 吉本 康匡 ヨシモト ヤスマサ M35-39 兵庫県
１ 3530 上⼭ 航 ウエヤマ ワタル M35-39 兵庫県
１ 3531 ⼤⻄ 智広 オオニシ トモヒロ M35-39 ⼤阪府
１ 3532 河村 真吾 カワムラ シンゴ M35-39 愛知県
１ 3533 川村 鉄平 カワムラ テッペイ M35-39 兵庫県
１ 3534 ⼩松 照幸 コマツ テルユキ M35-39 ⼤阪府
１ 3535 近藤 ⾼弘 コンドウ タカヒロ M35-39 愛知県
１ 3536 サールウエル ダンカン サールウエル ダンカン M35-39 東京都
１ 3537 中村 剛⼠ ナカムラ ツヨシ M35-39 岐⾩県
１ 3538 花原 敬 ハナハラ サトシ M35-39 愛知県
１ 3539 細川 佑⼀郎 ホソカワ ユウイチロウ M35-39 愛知県
１ 3540 ⽥結庄 将岳 タユイショウ ノブタケ M35-39 ⼤阪府
１ 3541 新美 太祐 ニイミ ダイスケ M35-39 愛知県
１ 3542 平⼭ 直樹 ヒラヤマ ナオキ M35-39 愛知県
１ 3543 松岡 宏⼀ マツオカ コウイチ M35-39 滋賀県
１ 3544 森岡 昌平 モリオカ ショウヘイ M35-39 ⼤阪府
１ 3545 横⼭ 幸平 ヨコヤマ コウヘイ M35-39 兵庫県
１ 4001 ⽯川 尊⼠ イシカワ タカシ M40-44 ⼤阪府
１ 4002 ⽯塚 淳⼀ イシヅカ ジュンイチ M40-44 兵庫県
１ 4003 河原 慎弥 カワハラ シンヤ M40-44 愛知県
１ 4004 栗⽥ 裕之 クリタ ヒロユキ M40-44 三重県
１ 4005 ダイヤー ベン ダイヤー ベン M40-44 神奈川県
１ 4006 ⾼林 靖 タカバヤシ ヤスシ M40-44 静岡県
１ 4007 寺井 昭仁 テライ アキヒロ M40-44 ⼤阪府
１ 4008 中崎 雄 ナカザキ ユウ M40-44 ⼤阪府
１ 4009 中⽥ 光治 ナカタ ミツハル M40-44 ⼤阪府
１ 4010 ⻄⼭ 新 ニシヤマ アラタ M40-44 ⼤阪府
１ 4011 松室 昌⼀郎 マツムロ ショウイチロウ M40-44 滋賀県
１ 4012 森 徳久 モリ ノリヒサ M40-44 岐⾩県
１ 4013 池⽥ 宗晃 イケダ ムネアキ M40-44 兵庫県
１ 4014 岩花 ⾼光 イワハナ タカミツ M40-44 三重県
１ 4015 樫本 ⼤助 カシモト ダイスケ M40-44 愛知県
１ 4016 近藤 克樹 コンドウ カツキ M40-44 愛知県
１ 4017 坂⽥ 雅雄 サカタ マサオ M40-44 東京都
１ 4018 ⾼橋 弘充 タカハシ ヒロミツ M40-44 静岡県
１ 4019 鶴⽥ 祐之 ツルタ ユウジ M40-44 愛知県
１ 4020 橋本 雅⾂ ハシモト マサオミ M40-44 岐⾩県
１ 4021 福⽥ 紘也 フクタ ヒロヤ M40-44 愛知県
１ 4022 ⾕中 研⼀ ヤナカ ケンイチ M40-44 神奈川県
１ 4023 秋⼭ 智洋 アキヤマ トモヒロ M40-44 東京都
１ 4024 ⼤出 幸⽣ オオデ ユキオ M40-44 兵庫県
１ 4025 ⼩崎 祐紀 オザキ ユウキ M40-44 愛知県
１ 4026 北川 直哉 キタガワ ナオヤ M40-44 愛知県
１ 4027 ⼯藤 顕 クドウ アキラ M40-44 兵庫県



１ 4028 三⽥ 博史 サンダ ヒロシ M40-44 兵庫県
１ 4029 ⼀ツ屋 直樹 ヒトツヤ ナオキ M40-44 ⼤阪府
１ 4030 古⽥ 昌弘 フルタ マサヒロ M40-44 静岡県
１ 4031 不破 章宏 フワ アキヒロ M40-44 愛知県
１ 4032 森 利⽂ モリ トシフミ M40-44 愛知県
１ 4033 吉村 孝之 ヨシムラ タカユキ M40-44 岐⾩県
１ 4034 ⻘野 豪 アオノ ゴウ M40-44 千葉県
１ 4035 市川 和⼈ イチカワ カズト M40-44 岐⾩県
１ 4036 伊藤 ⻯昭 イトウ タツアキ M40-44 岐⾩県
１ 4037 伊藤 陽之 イトウ ヒロユキ M40-44 京都府
１ 4038 稲⽊ 巧 イナギ タクミ M40-44 愛知県
１ 4039 ⼤久保 知弥 オオクボ トモヤ M40-44 神奈川県
１ 4040 尾北 幸司 オキタ コウジ M40-44 ⼤阪府
１ 4041 梶川 孝洋 カジカワ タカヒロ M40-44 千葉県
１ 4042 加納 和典 カノウ カズノリ M40-44 兵庫県
１ 4043 狩⾕ 哲芳 カリヤ テツヨシ M40-44 愛知県
１ 4044 ⼩嶋 淳平 コジマ ジュンペイ M40-44 兵庫県
１ 4045 平 将⽣ タイラ マサキ M40-44 奈良県
１ 4046 ⽥⼝ 祐介 タグチ ユウスケ M40-44 滋賀県
１ 4047 武⽥ 信之 タケダ ノブユキ M40-44 ⼤阪府
１ 4048 ⻄澤 和也 ニシザワ カズヤ M40-44 滋賀県
１ 4049 野坂 英男 ノザカ ヒデオ M40-44 静岡県
１ 4050 畠⼭ 秀彦 ハタケヤマ ヒデヒコ M40-44 富⼭県
１ 4051 早川 直澄 ハヤカワ ナオズミ M40-44 愛知県
１ 4052 東⼭ 圭児 ヒガシヤマ ケイジ M40-44 ⼤阪府
１ 4053 平⽥ 知⼤ ヒラタ トモヒロ M40-44 滋賀県
１ 4054 美和 太郎 ミワ タロウ M40-44 静岡県
１ 4055 ⼭崎 貴峰 ヤマザキ タカネ M40-44 ⼤阪府
１ 4056 ⼭本 裕⼀朗 ヤマモト ユウイチロウ M40-44 静岡県
１ 4057 吉⽥ ⿓也 ヨシダ タツヤ M40-44 兵庫県
１ 4058 ⽯井 仁平 イシイ ジンペイ M40-44 新潟県
１ 4059 伊藤 公⼀ イトウ コウイチ M40-44 兵庫県
１ 4060 加藤 真 カトウ マコト M40-44 神奈川県
１ 4061 加藤 康彦 カトウ ヤスヒコ M40-44 愛知県
１ 4062 楠 ⼤輔 クスノキ ダイスケ M40-44 兵庫県
１ 4063 笹部 泰宏 ササベ ヤスヒロ M40-44 岡⼭県
１ 4064 須原 啓 スハラ ヒロシ M40-44 愛知県
１ 4065 ⾼橋 順彦 タカハシ ノリヒコ M40-44 愛知県
１ 4066 ⽴原 保彦 タテハラ ヤスヒコ M40-44 京都府
１ 4067 中嶋 健太郎 ナカシマ ケンタロウ M40-44 ⽯川県
１ 4068 中⽥ 慎介 ナカタ シンスケ M40-44 ⼤阪府
１ 4069 萩原 英樹 ハギハラ ヒデキ M40-44 滋賀県
１ 4070 廣瀬 久志 ヒロセ ヒサシ M40-44 愛知県
１ 4071 堀内 誠 ホリウチ マコト M40-44 ⼤阪府



１ 4072 松本 雅⼀ マツモト マサカズ M40-44 愛知県
１ 4073 ⽑利 元 モウリ ハジメ M40-44 愛知県
１ 4074 渡辺 真吾 ワタナベ シンゴ M40-44 愛知県
２ 4501 岩⽥ 雄仁 イワタ タケヒト M45-49 ⼤阪府
２ 4502 太⽥ 照久 オオタ テルヒサ M45-49 愛知県
２ 4503 平塚 裕⼀ ヒラツカ ユウイチ M45-49 愛知県
２ 4504 ⽮野 知章 ヤノ トモアキ M45-49 兵庫県
２ 4505 薮下 徹 ヤブシタ トオル M45-49 ⼤阪府
２ 4506 ⽯嶋 聡 イシジマ サトル M45-49 新潟県
２ 4507 ⼤賀 興⼀郎 オオガ コウイチロウ M45-49 ⼤阪府
２ 4508 樫原 ⼀仁 カシハラ カズヒト M45-49 兵庫県
２ 4509 神村 昌克 カミムラ マサカツ M45-49 愛知県
２ 4510 川本 貴宏 カワモト タカヒロ M45-49 岐⾩県
２ 4511 紀岡 秀征 キオカ ヒデユキ M45-49 岐⾩県
２ 4512 来⽥ 浩和 キタ ヒロカズ M45-49 奈良県
２ 4513 ⾦ 英浩 キム ヨンホ M45-49 愛知県
２ 4514 坂本 真⼈ サカモト マサト M45-49 兵庫県
２ 4515 野⽥ 稔 ノダ ミノル M45-49 愛知県
２ 4516 福島 良⼀ フクシマ リヨウイチ M45-49 ⿃取県
２ 4517 眞坂 信彦 マサカ ノブヒコ M45-49 愛知県
２ 4518 松下 篤史 マツシタ アツシ M45-49 ⼤阪府
２ 4519 松元 孝⾂ マツモト タカオミ M45-49 滋賀県
２ 4520 宮脇 健朗 ミヤワキ ケンロウ M45-49 ⼤阪府
２ 4521 守光 博史 モリミツ ヒロシ M45-49 愛知県
２ 4522 渡辺 ⼤祐 ワタナベ ダイスケ M45-49 愛知県
２ 4523 安藤 知之 アンドウ トモユキ M45-49 愛知県
２ 4524 ⽯川 幸篤 イシカワ ユキアツ M45-49 東京都
２ 4525 今枝 寛 イマエダ カン M45-49 愛知県
２ 4526 岩村 道憲 イワムラ ミチノリ M45-49 ⼭⼝県
２ 4527 ⼤井 謙太郎 オオイ ケンタロウ M45-49 神奈川県
２ 4528 各務 正敏 カカム マサトシ M45-49 岐⾩県
２ 4529 柏⽊ 拓 カシワギ タク M45-49 和歌⼭県
２ 4530 ⼩坂 浩 コサカ ヒロシ M45-49 ⼤阪府
２ 4531 ⼩善 三朗 コゼン サブロウ M45-49 愛知県
２ 4532 坂⽥ 篤 サカタ アツシ M45-49 愛知県
２ 4533 薗畑 敦史 ソノハタ アツシ M45-49 兵庫県
２ 4534 武⼭ 克彦 タケヤマ カツヒコ M45-49 ⼤阪府
２ 4535 冨松 正宏 トミマツ マサヒロ M45-49 愛知県
２ 4536 中村 茂樹 ナカムラ シゲキ M45-49 奈良県
２ 4537 原⽥ 修⼀ ハラダ シュウイチ M45-49 静岡県
２ 4538 平岩 淳 ヒライワ アツシ M45-49 愛知県
２ 4539 福⽥ 忠晴 フクダ タダハル M45-49 愛知県
２ 4540 堀⽥ 卓朗 ホッタ タクロウ M45-49 ⻑崎県
２ 4541 前平 要 マエヒラ カナメ M45-49 ⼤阪府



２ 4542 松⽥ 雅也 マツダ マサヤ M45-49 愛知県
２ 4543 宮 豊 ミヤ ユタカ M45-49 兵庫県
２ 4544 ⽶岡 賢太郎 ヨネオカ ケンタロウ M45-49 愛知県
２ 4545 鷲⼭ 伸⼆ ワシヤマ シンジ M45-49 岐⾩県
２ 4546 ⻘⽊ 宏明 アオキ ヒロアキ M45-49 島根県
２ 4547 ⽣駒 元保 イコマ モトヤス M45-49 兵庫県
２ 4548 ⽯川 昌幸 イシカワ マサユキ M45-49 愛知県
２ 4549 ⽯⽥ 朋敬 イシダ トモタカ M45-49 滋賀県
２ 4550 今井 敦 イマイ アツシ M45-49 静岡県
２ 4551 岩間 康 イワマ ヤスシ M45-49 ⼤阪府
２ 4552 上⽥ 亥久雄 ウエダ イクオ M45-49 神奈川県
２ 4553 上野 泰司 ウエノ ヤスシ M45-49 愛知県
２ 4554 太⽥ 和宏 オオタ カズヒロ M45-49 神奈川県
２ 4555 岡崎 博幸 オカザキ ヒロユキ M45-49 愛知県
２ 4556 及部 豊幸 オヨベ トヨユキ M45-49 愛知県
２ 4557 鍵⾕ 謙介 カギタニ ケンスケ M45-49 兵庫県
２ 4558 加藤 代幸 カトウ シロユキ M45-49 愛知県
２ 4559 ⾦井 ⼀⽣ カナイ カズオ M45-49 愛知県
２ 4560 ⼩林 三朗 コバヤシ サブロウ M45-49 神奈川県
２ 4561 佐貫 伸⾏ サヌキ ノブユキ M45-49 神奈川県
２ 4562 千葉 裕⼆ チバ ユウジ M45-49 愛知県
２ 4563 中川 和男 ナカガワ カズオ M45-49 ⼤阪府
２ 4564 中⻄ 英貴 ナカニシ ヒデタカ M45-49 京都府
２ 4565 松⽥ 裕 マツダ ヒロシ M45-49 愛知県
２ 4566 ⼭⽥ 薫夫 ヤマダ シゲオ M45-49 愛知県
２ 4567 渡部 克彦 ワタベ カツヒコ M45-49 愛知県
２ 4568 ⻘⽊ 幸則 アオキ ユキノリ M45-49 愛知県
２ 4569 浅⾒ 康史 アサミ ヤスシ M45-49 愛知県
２ 4570 尼⼦ 雅章 アマコ マサアキ M45-49 千葉県
２ 4571 市川 隆幸 イチカワ タカユキ M45-49 ⼤阪府
２ 4572 上嶋 昌英 ウエシマ マサヒデ M45-49 兵庫県
２ 4573 内⽥ 忠夫 ウチダ タダオ M45-49 三重県
２ 4574 ⼤嶋 健治 オオシマ ケンジ M45-49 愛知県
２ 4575 ⼤⻄ 伸 オオニシ シン M45-49 京都府
２ 4576 加藤 豊 カトウ ユタカ M45-49 愛知県
２ 4577 後藤 保司 ゴトウ ヤスシ M45-49 愛知県
２ 4578 佐藤 源信 サトウ ゲンシン M45-49 愛知県
２ 4579 柴⽥ 俊 シバタ シュン M45-49 岐⾩県
２ 4580 清⽔ 隆 シミズ タカシ M45-49 愛知県
２ 4581 鈴⽊ 健弘 スズキ タケヒロ M45-49 静岡県
２ 4582 関⼝ 裕 セキグチ ユタカ M45-49 京都府
２ 4583 外川内 真也 ソトカワウチ シンヤ M45-49 ⿅児島県
２ 4584 ⾼橋 利造 タカハシ トシゾウ M45-49 愛知県
２ 4585 原 寿秀 ハラ トシヒデ M45-49 兵庫県



２ 4586 森⽥ 崇 モリタ タカシ M45-49 愛知県
２ 4587 ⼭上 達也 ヤマウエ タツヤ M45-49 兵庫県
２ 4588 ⼭⽥ 保誠 ヤマダ ヤスセイ M45-49 愛知県
２ 4589 吉澤 弘⽂ ヨシザワ ヒロフミ M45-49 神奈川県
２ 5002 ⽯川 眞⼀郎 イシカワ シンイチロウ M50-54 東京都
２ 5003 井⼾ 哲也 イド テツヤ M50-54 岐⾩県
２ 5004 井上 浩⼀郎 イノウエ コウイチロウ M50-54 東京都
２ 5005 岡元 明 オカモト アキラ M50-54 ⼤阪府
２ 5006 奥野 英明 オクノ ヒデアキ M50-54 兵庫県
２ 5007 ⼩林 靖明 コバヤシ ヤスアキ M50-54 東京都
２ 5008 中川 圭介 ナカガワ ケイスケ M50-54 千葉県
２ 5009 中川 将⼈ ナカガワ マサト M50-54 ⼤阪府
２ 5010 服部 祥⼆ ハットリ ショウジ M50-54 岡⼭県
２ 5011 古⽥ 哲也 フルタ テツヤ M50-54 愛知県
２ 5012 丸⼦ 広史 マルコ ヒロシ M50-54 兵庫県
２ 5013 安⽥ 徳基 ヤスダ トクキ M50-54 兵庫県
２ 5014 東 孝⼀ アヅマ コウイチ M50-54 兵庫県
２ 5015 ⽯井 秀明 イシイ ヒデアキ M50-54 静岡県
２ 5016 ⽯原 拓哉 イシハラ タクヤ M50-54 岐⾩県
２ 5017 井関 毅 イセキ タケシ M50-54 ⼤阪府
２ 5018 ⽝伏 淳 イヌブシ ジュン M50-54 ⼤阪府
２ 5019 梅本 健 ウメモト タケシ M50-54 東京都
２ 5020 岡崎 隆司 オカザキ タカシ M50-54 静岡県
２ 5021 北川 貞⼤ キタガワ サダヒロ M50-54 京都府
２ 5022 ⽊村 秀樹 キムラ ヒデキ M50-54 ⼤阪府
２ 5023 東⾵⾕ 寛 コチヤ ユタカ M50-54 ⼤阪府
２ 5024 佐藤 浩史 サトウ ヒロシ M50-54 神奈川県
２ 5025 ⽥中 敦 タナカ アツシ M50-54 神奈川県
２ 5026 ⾓皆 智幸 ツノガイ トモユキ M50-54 愛知県
２ 5027 中井 俊光 ナカイ トシミツ M50-54 ⼤阪府
２ 5028 ⻄阪 充 ニシサカ ミツル M50-54 ⼤阪府
２ 5029 波多 幸雄 ハタ ユキオ M50-54 ⼤阪府
２ 5030 福原 正和 フクハラ マサカズ M50-54 神奈川県
２ 5031 松永 伸雅 マツナガ ノブマサ M50-54 兵庫県
２ 5032 三浦 好弘 ミウラ ヨシヒロ M50-54 東京都
２ 5033 ＭｏｒａｎｇＪｅａｎ－Ｍモランジュ ジャンーマルク M50-54 東京都
２ 5034 安⽥ 幸⼀ ヤスダ コウイチ M50-54 神奈川県
２ 5035 柳井 英之 ヤナイ ヒデユキ M50-54 ⼤阪府
２ 5036 ⼭下 陽 ヤマシタ アキラ M50-54 ⼤阪府
２ 5037 ⼭本 幸⼠ ヤマモト タカシ M50-54 ⼤阪府
２ 5038 吉⽵ 広晃 ヨシタケ ヒロアキ M50-54 兵庫県
２ 5039 上野 孝 ウエノ タカシ M50-54 福岡県
２ 5040 ⼤⼭ 貴章 オオヤマ タカノリ M50-54 千葉県
２ 5041 ⾓張 勲 カクハリ イサオ M50-54 奈良県



２ 5042 勝倉 修⼀ カツクラ シュウイチ M50-54 ⼭梨県
２ 5043 棚橋 宏泰 タナハシ ヒロヤス M50-54 岐⾩県
２ 5044 辻⽥ 清之 ツジタ キヨユキ M50-54 ⼤阪府
２ 5045 新美 ⼤ ニイミ マサル M50-54 愛知県
２ 5046 ⽇笠 浩⼀ ヒガサ コウイチ M50-54 愛知県
２ 5047 東⽥ 欣也 ヒガシダ ヨシナリ M50-54 愛知県
２ 5048 藤井 克⼈ フジイ カツヒト M50-54 愛知県
２ 5049 本渡 之盛 ホンド ユキモリ M50-54 愛知県
２ 5050 光嶋 太郎 ミツシマ タロウ M50-54 兵庫県
２ 5051 柳本 徹 ヤナギモト トオル M50-54 ⼤阪府
２ 5052 ⼭本 幸弘 ヤマモト ユキヒロ M50-54 愛知県
２ 5053 ⼭本 英幾 ヤマモト ヒデキ M50-54 愛知県
２ 5054 ⼤園 茂樹 オオゾノ シゲキ M50-54 東京都
２ 5055 加瀬澤 昌希 カセザワ マサキ M50-54 愛知県
２ 5056 ⽥中 豊 タナカ ユタカ M50-54 東京都
２ 5057 中塚 修⼀ ナカツカ シュウイチ M50-54 兵庫県
２ 5058 中村 俊之 ナカムラ トシユキ M50-54 和歌⼭県
２ 5059 新⽥ 篤司 ニッタ アツシ M50-54 福井県
２ 5060 宮野 太郎 ミヤノ タロウ M50-54 富⼭県
２ 5061 森⽥ 伸 モリタ シン M50-54 愛知県
２ 5062 安藤 彰啓 アンドウ アキヨシ M50-54 ⼤阪府
２ 5063 岡本 泰宜 オカモト ヤスヨシ M50-54 愛知県
２ 5064 ⼩倉 友啓 オグラ トモヒロ M50-54 岐⾩県
２ 5065 笹尾 真⼀ ササオ シンイチ M50-54 愛知県
２ 5066 佐藤 知紀 サトウ トモノリ M50-54 神奈川県
２ 5067 滝井 勝寿 タキイ カツトシ M50-54 静岡県
２ 5068 ⼾⽥ 友⽣ トダ トモイ M50-54 福井県
２ 5069 ⼋⽥ 好之 ハッタ ヨシユキ M50-54 滋賀県
２ 5070 平野 光司 ヒラノ コウジ M50-54 兵庫県
２ 5071 丸⼭ 誠⼆ マルヤマ セイジ M50-54 静岡県
２ 5072 安江 貞⼈ ヤスエ サダト M50-54 岐⾩県
２ 5073 吉川 明 ヨシカワ アキラ M50-54 滋賀県
２ 5074 吉⽥ 康彦 ヨシダ ヤスヒコ M50-54 愛知県
２ 5075 利⾕ 知繁 リタニ トモシゲ M50-54 神奈川県
３ 5501 池⽥ 雅⼀ イケダ マサカズ M55-59 三重県
３ 5502 今井 道明 イマイ ミチアキ M55-59 ⼤阪府
３ 5503 ⻤崎 昌⼈ オニザキ マサト M55-59 ⼤阪府
３ 5504 ⾦井 周悟 カナイ シュウゴ M55-59 神奈川県
３ 5505 坂井 靖 サカイ ヤスシ M55-59 ⼤阪府
３ 5506 藤⽥ 義彦 フジタ ヨシヒコ M55-59 静岡県
３ 5507 藤原 章彦 フジワラ アキヒコ M55-59 ⼤阪府
３ 5508 ⼩川 浩司 オガワ ヒロシ M55-59 滋賀県
３ 5509 川那部 岳志 カワナベ タケシ M55-59 東京都
３ 5510 ⼩菅 猛 コスゲ タケシ M55-59 新潟県



３ 5511 ⻑岡 伸⾏ ナガオカ ノブユキ M55-59 兵庫県
３ 5512 中村 錦彦 ナカムラ カネヒコ M55-59 奈良県
３ 5513 成⽥ 健⼆ ナリタ ケンジ M55-59 ⼤阪府
３ 5514 ⻄村 孝⽂ ニシムラ タカフミ M55-59 愛知県
３ 5515 ⽻賀 正幹 ハガ マサミキ M55-59 岐⾩県
３ 5516 濱⼝ 信之 ハマグチ ノブユキ M55-59 ⼤阪府
３ 5517 松⽥ 彰康 マツダ テルヤス M55-59 兵庫県
３ 5518 松本 英樹 マツモト ヒデキ M55-59 ⼤阪府
３ 5519 宇都宮 博 ウツノミヤ ヒロシ M55-59 京都府
３ 5520 梅村 久樹 ウメムラ ヒサキ M55-59 愛知県
３ 5521 ⻲⼭ 時弘 カメヤマ トキヒロ M55-59 静岡県
３ 5522 齋⽊ 雄⼆ サイキ ユウジ M55-59 群⾺県
３ 5523 冨岡 敏憲 トミオカ トシノリ M55-59 広島県
３ 5524 藤⽥ 淳 フジタ アツシ M55-59 京都府
３ 5525 溝⼝ 章司 ミゾグチ ショウジ M55-59 ⾹川県
３ 5526 安⽥ 邦光 ヤスダ クニミツ M55-59 愛知県
３ 5527 ⼊江 賢 イリエ マサル M55-59 ⼤阪府
３ 5528 鈴⽊ 武 スズキ タケシ M55-59 愛知県
３ 5529 ⼾嶋 次介 トシマ ジカイ M55-59 東京都
３ 5530 藤巻 利宏 フジマキ トシヒロ M55-59 岐⾩県
３ 5531 穂迫 順⼀ ホサコ ジュンイチ M55-59 愛知県
３ 5532 倉阪 直武 クラサカ ナオタケ M55-59 神奈川県
３ 5533 ⾼⽥ 明彦 タカタ アキヒコ M55-59 ⾹川県
３ 5534 徳⽥ 久 トクダ ヒサシ M55-59 ⼤阪府
３ 6001 岡崎 好⽂ オカザキ ヨシフミ M60-64 兵庫県
３ 6002 佐光 淳司 サコウ ジュンジ M60-64 ⼤阪府
３ 6003 椎名 克⾏ シイナ カツユキ M60-64 新潟県
３ 6004 清⽔ 武 シミズ タケシ M60-64 ⻑野県
３ 6005 寺岡 ⽤⼆ テラオカ ヨウジ M60-64 滋賀県
３ 6006 宮⾥ 英⽂ ミヤザト ヒデフミ M60-64 ⼤阪府
３ 6007 安永 道直 ヤスナガ ミチナオ M60-64 愛知県
３ 6008 伊藤 善也 イトウ ゼンヤ M60-64 愛知県
３ 6009 寺⽊ 忠利 テラキ タダトシ M60-64 愛知県
３ 6010 ⻄村 弘 ニシムラ ヒロシ M60-64 神奈川県
３ 6011 脇 郁夫 ワキ イクオ M60-64 兵庫県
３ 6012 内⽥ 学 ウチダ マナブ M60-64 兵庫県
３ 6013 ⽣駒 勇 イコマ イサム M60-64 和歌⼭県
３ 6014 ⾓下 ⿇⼈ カクシタ アサヒト M60-64 和歌⼭県
３ 6015 村上 博 ムラカミ ヒロシ M60-64 神奈川県
３ 6016 吉⽥ 直彦 ヨシダ ナオヒコ M60-64 岐⾩県
３ 6017 堺⾕ 泰郎 サカイタニ ヤスロウ M60-64 兵庫県
３ 6018 桟敷 栄⼀ サジキ エイイチ M60-64 奈良県
３ 6019 ⾼井良 俊雄 タカイラ トシオ M60-64 奈良県
３ 6020 中川 隆夫 ナカガワ タカオ M60-64 兵庫県



３ 6501 飯島 真 イイジマ マコト M65-69 神奈川県
３ 6502 ⽯⾶ 肇 イシトビ ハジメ M65-69 兵庫県
３ 6503 岡⽥ 幸夫 オカダ ユキオ M65-69 愛知県
３ 6504 武村 賢三 タケムラ ケンゾウ M65-69 ⼤阪府
３ 6505 ⾓⽥ 隆志 ツノダ タカシ M65-69 ⼤阪府
３ 6506 丹⽻ 良志輝 ニワ ヨシテル M65-69 三重県
３ 7001 ⽯井 輝雄 イシイ テルオ M70-74 岐⾩県
３ 7002 ⽥中 正則 タナカ マサノリ M70-74 三重県
３ 7003 鍋⽥ 満 ナベタ ミツル M70-74 愛知県
３ 7004 松川 幹雄 マツカワ ミキオ M70-74 兵庫県
３ 7005 三⽊ 慶⼀ ミキ ケイイチ M70-74 ⼤阪府
３ 7006 ⽩桃 繁⾏ シラモモ シゲユキ M70-74 ⼤阪府
３ 7501 舘本 義勝 タテモト ヨシカツ M75-79 ⼤阪府
３ 251 ⼤柴 ⾥穂 オオシバ リホ F25-29 東京都
３ 301 安曇 樹⾹ アズミ コノカ F30-34 埼⽟県
３ 302 中村 沙織 ナカムラ サオリ F30-34 兵庫県
３ 303 中嶋 彩乃 ナカジマ アヤノ F30-34 愛知県
３ 304 中⽥ 雅⼦ ナカタ マサコ F30-34 兵庫県
３ 351 寺⽊ 佐和⼦ テラキ サワコ F35-39 愛知県
３ 352 林 摩耶 ハヤシ マヤ F35-39 ⾹川県
３ 353 森⼝ 明⾹ モリグチ サヤカ F35-39 兵庫県
３ 354 中井 裕佳 ナカイ ユカ F35-39 京都府
３ 401 森⽥ 式⼦ モリタ シキコ F40-44 愛知県
３ 402 乾井 貴⼦ イヌイ タカコ F40-44 奈良県
３ 403 ⼩川 芙美 オガワ フミ F40-44 ⼤阪府
３ 404 ⼩阪 はるな コサカ ハルナ F40-44 兵庫県
３ 405 中塚 裕美 ナカツカ ヒロミ F40-44 兵庫県
３ 406 中本 綾美 ナカモト アヤミ F40-44 兵庫県
３ 407 ⽶村 優⾹ ヨネムラ ユウカ F40-44 東京都
３ 408 太⽥ はるか オオタ ハルカ F40-44 愛知県
３ 409 清⽔ 真智⼦ シミズ マチコ F40-44 静岡県
３ 410 ⼭中 ひとみ ヤマナカ ヒトミ F40-44 兵庫県
３ 411 ⼭本 和栄 ヤマモト カズエ F40-44 ⼤阪府
３ 451 植条 広⼦ ウエジョウ ヒロコ F45-49 三重県
３ 452 塚本 素⼦ ツカモト モトコ F45-49 ⼤阪府
３ 453 松尾 由樹恵 マツオ ユキエ F45-49 兵庫県
３ 454 中川 美樹 ナカガワ ミキ F45-49 ⼤阪府
３ 455 ⼭⽥ 美穂⼦ ヤマダ ミホコ F45-49 愛知県
３ 456 飯尾 圭⼦ イイオ ケイコ F45-49 兵庫県
３ 457 枝 清美 エダ キヨミ F45-49 ⼤阪府
３ 458 武内 加奈⼦ タケウチ カナコ F45-49 ⼤阪府
３ 459 渡邉 直⼦ ワタナベ ナオコ F45-49 愛知県
３ 460 川⾕ 陽⼦ カワタニ ヨウコ F45-49 愛知県
３ 461 坪井 直⼦ ツボイ ナオコ F45-49 奈良県



３ 501 桑野 加恵 クワノ カエ F50-54 ⾹川県
３ 502 榮 圭⼦ サカエ ケイコ F50-54 ⼤阪府
３ 503 中川 美幸 ナカガワ ミユキ F50-54 ⼤阪府
３ 504 桶⾕ 有⾹ オケタニ ユカ F50-54 ⼤阪府
３ 505 橘 都 タチバナ ミヤコ F50-54 ⼤阪府
３ 506 林 真由美 ハヤシ マユミ F50-54 兵庫県
３ 507 原 由加 ハラ ユカ F50-54 愛知県
3 508 有江 和美 アリエ カズミ F50-54 滋賀県
３ 551 福井 幸代 フクイ ユキヨ F55-59 愛知県
３ 552 川⽥ 清美 カワタ キヨミ F55-59 ⻑崎県
３ 553 川⽥ 和美 カワタ カズミ F55-59 ⻑崎県
３ 554 武⽥ 久美⼦ タケダ クミコ F55-59 ⼤阪府
３ 555 ⼭下 桂⼦ ヤマシタ ケイコ F55-59 三重県
３ 601 林 優⼦ ハヤシ ユウコ F60-64 ⾹川県
３ 651 ⼩⽟ 容⼦ コダマ ヨウコ F65-69 島根県


