
第4回長良川ミドルトライスアロン"アクアフィールド102"

■参加者名簿（50音順／2014年5月7日発表）

　※修正は　mizuhata@jtu.or.jp　または　090-4448-2015　までご連絡ください。

　※最終案内は5月10日までに掲載予定です。

参加者氏名フリガナ 参加者氏名 ﾚｰｽﾅﾝﾊﾞｰ

Morange Jean-Marc Morange　Jean-Marc 473

Shrosbree Mark Shrosbree　Mark 529

ｱｵｷ ｻﾄﾙ 青木　理 361

ｱｵｷ ﾀﾂﾋﾛ 青木　辰裕 502

ｱｹﾞﾐｽﾞ ﾐﾂﾊﾙ 上水　満治 537

ｱｻｲ ﾋﾛｼ 浅井　大 327

ｱｻﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ 浅本　勝一 490

ｱﾏｺ ﾏｻｱｷ 尼子　雅章 459

ｱﾗｲ ﾏｻﾉﾘ 新井　正徳 507

ｱﾘｴ ｶｽﾞﾐ 有江　和美 47

ｲｹﾉ ﾁﾋﾛ 池野　千紘 21

ｲｼﾄﾋﾞ ﾊｼﾞﾒ 石飛　肇 602

ｲｼﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ 石原　光博 467

ｲｼﾊﾗ ﾓﾄﾋﾛ 石原　基宏 362

ｲｽﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 出原　真路 526

ｲｽﾞﾊﾗ　ﾏｻﾋﾛ 出原　正浩 325

ｲﾁｶﾜ ﾋﾄｼ 市川　仁史 482

ｲﾁｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 市木　雅広 506

ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 伊藤　明広 493

ｲﾄｳ ﾅｵｷ 伊藤　直樹 516



ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 伊藤　陽之 358

ｲﾄｳ ﾏﾓﾙ 伊藤　衛 359

ｲﾄｳ ﾓﾘﾋｺ 伊藤　守彦 335

ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 伊藤　雄一 330

ｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 伊藤　渉 423

ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｽｹ 稲葉　佑典 206

ｲﾘﾌﾈ ｶｽﾞﾉﾘ 入船　和徳 451

ｲﾜﾓﾄ ﾁｶﾗ 岩本　力 479

ｲﾜﾔﾏ ﾏｻﾅｵ 岩山　将直 354

ｳｴｻｶ ﾃﾙﾀｹ 上阪　輝威   409

ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 上田　正人 460

ｳｽｲ ﾋﾛｶｽﾞ 碓氷　弘和 228

ｳﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞｵ 内田　忠夫 453

ｳﾒﾑﾗ ｱｷﾅﾘ 梅村　晃成 414

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 遠藤　聡 334

ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｻｸ 遠藤　修作 314

ｵｵｲｼ ﾄｼｵ 大石　敏夫 347

ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 大久保　堅司 448

ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ 大久保　知弥 364

ｵｵﾀ ﾃﾙﾋｻ 太田　照久 405

ｵｵﾀｹ ｱｷﾗ 大竹　享 469

ｵｵﾂｶ ﾏｻﾕｷ 大塚　将之 355

ｵｵﾆｼ ｸﾆﾋﾛ 大西　邦弘 406

ｵｵﾆｼ ﾄﾓﾋﾛ 大西　智広 321

ｵｵﾉ ｼｭｳﾍｲ 大野　修平 494



ｵｵﾊﾀ ﾊﾔﾄ 大畑　勇人 328

ｵｵﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 大村　成伸 316

ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 岡田　宏隆 416

ｵｶﾞﾜ ｱﾂｼ 小川　淳 508

ｵｸﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 奥野　英明 466

ｵｸﾞﾗ ﾄﾓﾋﾛ 小倉　友啓 804

ｵｻﾞﾜ ｼｹﾞｵ 小澤　茂雄 601

ｵﾆｻﾞｷ ﾏｻﾄ 鬼崎　昌人 504

ｵﾉｴ ﾏｻﾕｷ 尾上　政之 480

ｶｲｸﾗ ﾄｼﾌﾐ 皆倉　寿文 379

ｶｸﾊﾘ ｲｻｵ 角張　勲 486

ｶｼﾀﾆ ﾅｵｱｷ 樫谷　直明 219

ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 梶原　祐樹 229

ｶｼﾜｷﾞ ﾀｸ 柏木　拓 434

ｶﾀﾉ ﾀｹﾋｺ 片野　岳彦 515

ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾖｳｺ 片柳　陽子 52

ｶﾅｲ ｼｭｳｺﾞ 金井　周悟 501

ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 金沢　守 511

ｶﾈｺ ﾔｽﾕｷ 金子　康行 366

ｶﾈﾏﾂ ﾐﾉﾙ 兼松　稔 539

ｶﾘﾔ ﾐﾁﾋｺ 仮谷　道彦 475

ｶﾘﾔ ﾕｳｲﾁ 苅谷　祐一 218

ｶﾜｲ ﾀﾞｲｽｹ 川合　大介 415

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶｼ 川口　隆 525

ｶﾜｻｷ ｷﾖｼ 川崎　潔 603



ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾔ 川崎　哲也 346

ｶﾜﾀﾆ ﾖｳｺ 川谷　陽子 46

ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｱｷ 川村　善明 311

ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 川村　龍太郎 425

ｷｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 紀岡　秀征 418

ｷﾀ ﾘｭｳｼﾞ 喜多　隆司 320

ｷﾀﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ 北山　敏和 605

ｷﾄｳ ﾕｳｽｹ 鬼頭　佑輔 307

ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 木下　翔太郎 204

ｷﾑ ﾖﾝﾎ 金　英浩 417

ｸｷﾞﾐﾔ ﾕｷﾋﾛ 釘宮　幸弘 803

ｸﾆﾓﾄ ｺｳｼﾞ 国本　浩二 802

ｸﾗｳﾁ ｾｲｼﾞ 倉内　誠司 302

ｺｳﾑﾗ ﾀﾂﾉﾌﾞ 香村　達信 436

ｺﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｼ 小谷口　敦 372

ｺﾞﾄｳ ｼﾎ 後藤　志保 42

ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 後藤　弘詞 349

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 小林　弘明 403

ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲｼﾞ 近藤　英司 356

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 近藤　高弘 319

ｺﾝﾉ ﾀﾞｲﾁ 今野　大地 222

ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 斎藤　渉 333

ｻｶｲﾉ ｼｭﾝｽｹ 境野　俊介 808

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ 榊原　渉太 213

ｻｶｷﾔ ﾐｷｵ 榊谷　幹雄 514



ｻｸﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 櫻田　遼太 214

ｻｻｷ ﾖｼｵ 佐々木　義男 534

ｻﾄｳ ﾎｳｾｲ 佐藤　宝生 427

ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 佐藤　雄司 476

ｻﾇｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 佐貫　伸行 444

ｻﾉ ﾋﾛｵ 佐野　博男 701

ｻﾜ ﾅｵｷ 澤　直樹 428

ｻﾜｷ ﾏｻﾉﾘ 澤木　正典 471

ｻﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 三田　博史 343

ｼﾊﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ 芝本　哲也 337

ｼﾌﾞﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ 渋谷　朋洋 313

ｼﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 島田　卓 227

ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 下村　英典 301

ｼﾗｻｷ ﾘｮｳｽｹ 白崎　涼介 331

ｼﾞﾛｳﾏﾙ ｺﾞｳ 治郎丸　豪 344

ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ 鈴木　建吾 360

ｽｽﾞｷ ｾﾝｲﾁ 鈴木　仙一 801

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 鈴木　雅浩 528

ｽﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 砂川　正彦 521

ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ 関口　裕孝 351

ｿｳﾏ ﾕｳｷ 相馬　祐樹 339

ｿｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 枌　亮介 215

ﾀｶｽ ｺｳｼﾞ 高須　康司 407

ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 高田　俊昭 430

ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｷ 高田　裕基 329



ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 高橋　和宏 512

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 高橋　利明 304

ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 高山　一樹 367

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 田口　祐介 363

ﾀｹｲ ﾄﾓｶｽﾞ 武井　智一 524

ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 竹内　誠 212

ﾀｼﾞﾏ ﾖｼｷ 田島　芳樹 468

ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 多田　和功 518

ﾀﾃﾏﾂ ﾕｳﾄ 立松　勇人 203

ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 田中　宏一良 437

ﾀﾅｶ ﾅﾘﾋｻ 田中　也尚 457

ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 田中　拓希 209

ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 田中　雄二 532

ﾀﾅｶﾏｻﾉﾘ 田中　正則 607

ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 田畑　亮 401

ﾀﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 玉本　真也 810

ﾁﾊﾞ ﾕｳｼﾞ 千葉　裕二 441

ﾁｮｰ ｽﾀﾝﾚｰ Chow　Stanley 318

ﾂｼﾞﾀ ｷﾖﾕｷ 辻田　清之 489

ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀﾛｳ 土谷　勇太郎 317

ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞｸﾗｲｾﾝ David　Clysen 439

ﾃﾂﾞｶ ﾀｸﾐ 手塚　拓身 308

ﾃﾗｵｶ ﾖｳｼﾞ 寺岡　用二 531

ﾃﾗｷ ﾀﾀﾞﾄｼ 寺木　忠利 535

ﾃﾗｻｷ ﾀﾀﾞｼ 寺崎　正 497



ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ 寺田　悠介 216

ﾃﾝﾏ ｶﾂﾔ 天満　勝也 520

ﾄﾐｵｶ ｾﾂｺ 富岡　節子 49

ﾄﾐｵｶ ﾄｼﾉﾘ 冨岡　敏憲 522

ﾅｲﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 内藤　克仁 340

ﾅｶﾞｲ ﾔｽﾉﾘ 永井　靖典 411

ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞｱｷ 長尾　和明 223

ﾅｶﾞｸﾗ ﾄｼﾉﾘ 長倉　寿典 456

ﾅｶｻﾞｷ ﾕｳ 中崎　雄 338

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾋｻ 中澤　幸久 809

ﾅｶｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 中嶋　健太郎 377

ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ 中嶋　聡 217

ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾉﾘ 中島　正則 368

ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ 長島　正佳 310

ﾅｶｼﾏ ﾐﾂﾄﾓ 中島　三智 412

ﾅｶｾ ﾖｼﾄ 中瀬　嘉人 540

ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳｼﾞ 永田　将司 326

ﾅｶﾀﾆ ﾕｷﾋﾛ 中谷　幸浩 353

ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ 中野　浩 461

ﾅｶﾞﾉ ﾌﾐﾋｻ 永野　文久 303

ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 中村　剛士 323

ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 中村　俊之 496

ﾅｶﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 仲本　祥太郎 345

ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 中山　賢次 421

ﾅｺﾞｼ ﾋﾃﾞｸﾆ 名越　秀国 410



ﾅﾘﾀ ｹﾝｺﾞ 成田　健悟 201

ﾅﾘﾀ ﾉﾌﾞﾋｻ 成田　延久 365

ﾆｲﾐ ﾀｶｼ 新美　貴士 447

ﾆｲﾐ ﾏｻﾙ 新美　大 495

ﾆｼｸﾞﾁ ﾘｴ 西口　理恵 34

ﾆｼｻｶ ﾐﾂﾙ 西阪　充 474

ﾆｼｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 西澤　真司 341

ﾆｼﾑﾗ ｴﾐｺ 西村　恵美子 43

ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾃﾙ 西山　明輝 462

ﾆﾜ ﾖｼﾃﾙ 丹羽　良志輝 604

ﾉﾏ ﾀｸｵ 野間　琢生 315

ﾉﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ 野村　典宏 450

ﾊｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 芳賀　将浩 805

ﾊｶﾞ ﾏｻﾐｷ 羽賀　正幹 513

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 萩原　英樹 374

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓﾐ 萩原　智美 35

ﾊｻﾞﾏ ﾄｼﾉﾘ 狹間　敏徳 442

ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｷ 橋本　真樹 336

ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 橋本　将功 221

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 長谷川　裕次 510

ﾊﾀｹﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ 畠中　洋史 458

ﾊﾅﾊﾗ ｻﾄｼ 花原　敬 322

ﾊﾏｸﾞﾁ ｷﾖﾀｶ 浜口　清隆 800

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 濱口　信之 509

ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 浜田　徳幸 530



ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾓﾙ 浜田　守 404

ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾕｷ 早川　昌幸 488

ﾊﾔｼ ﾏﾔ 林　摩耶 31

ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 林　優子 56

ﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 原　和弘 207

ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 原田　修一 431

ﾋｶﾞｻ ｺｳｲﾁ 日笠　浩一 481

ﾋﾗｵ ｼﾞｭﾝ 平尾　淳 312

ﾋﾗｶﾞｷ ｹﾝｽｹ 平垣　賢祐 342

ﾋﾗﾂｶ ｶｽﾞﾏ 平墳　一真 202

ﾋﾗﾉ ｺｳｼﾞ 平野　光司 806

ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾄ 平松　一人 445

ﾋﾗﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 平本　秀二 375

ﾌｴﾀ ﾔｽﾋﾛ 笛田　泰弘 533

ﾌｸｲ ﾕｷﾖ 福井　幸代 51

ﾌｸｼﾏ ﾔｽｼ 福島　泰史 373

ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 福田　昌三 376

ﾌｸﾓﾄ ｱﾂｼ 福本　篤司 205

ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾕｷ 藤井　雅之 225

ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾋｺ 藤田　義彦 503

ﾌｼﾞﾏｷ ﾄｼﾋﾛ 藤巻　利宏 527

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾖｼ 藤原　成祥 492

ﾌﾅﾊｼ ﾋﾛｱｷ 舟橋　洋明 498

ﾌﾙﾀ ﾃﾂﾔ 古田　哲也 465

ﾌﾙﾔ ｺｳｼﾞ 古谷　幸慈 402



ﾌﾜ ｱｷﾋﾛ 不破　章宏 348

ﾎｼﾉ ﾖｼｱｷ 星野　良明 352

ﾎｿｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 細川　佑一郎 324

ﾎｯﾀ ﾀｸﾛｳ 堀田　卓朗 429

ﾎﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 堀江　亮介 380

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾑﾂｼ 堀口　睦史 499

ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾀｶ 本田　淳貴 371

ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄﾙ 本田　悟 435

ﾏｼﾛ ｿｳｼ 真城　壮司 419

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 増田　雄太 226

ﾏﾂｵ ﾕｷｴ 松尾　由樹恵 41

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 松田　幸一郎 443

ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 松田　純一 309

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 松永　伸雅 477

ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾂｷ 松村　夏紀 33

ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾎ 松村　三保 55

ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 松本　華奈 44

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｵﾐ 松元　孝臣 422

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 松本　英夫 484

ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ 松本　陽子 48

ﾏﾕﾐ ｶﾂﾕｷ 眞弓　勝志 463

ﾏﾙﾀ ﾐｷﾎ 丸田　幹穂 491

ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｼ 丸山　雅己 487

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻｼ 水谷　匡志 420

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 溝口　洋一 440



ﾐﾔｳﾁ ﾏｻｺ 宮内　昌子 57

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄｼﾋｺ 宮川　十詩彦 464

ﾐﾔｹ ﾐﾂｱｷ 三宅　光章 606

ﾐﾔﾀ ｺｳ 宮田　耕 446

ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾖｼﾉﾘ 明神　吉則 369

ﾑﾈﾋﾗ ﾋﾛｼ 宗平　裕 332

ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾍｲ 村上　耕平 452

ﾑﾗｶﾐ ｼｷｺ 村上　式子 32

ﾑﾗｾ　ﾀｶｼ 村瀬　隆志 357

ﾑﾗﾀ ﾖｼﾉ 村田　祥乃 53

ﾑﾗﾅｶ ﾀｶｵﾐ 村中　尊臣 438

ﾑﾗﾏﾂ　ﾅｵﾐ 村松　直美 45

ﾓｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 茂木　英昭 305

ﾓﾓｾ ｼﾝｺﾞ 百瀬　信吾 413

ﾓﾘｵｶ ﾕﾀｶ 盛岡　豊 505

ﾓﾘﾀ ﾀｶｼ 森田　崇 449

ﾓﾘﾉ ｼｮｳｼﾞ 守能　昇治 807

ﾔｽﾀﾞ ｸﾆﾐﾂ 安田　邦光 523

ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 安田　忠司 370

ﾔﾅｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 柳井　英之 478

ﾔﾉ ﾄｵﾙ 矢野　透 220

ﾔﾉ ﾄﾓｱｷ 矢野　　知章 408

ﾔﾏｳｴ ﾀﾂﾔ 山上　達也 454

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ 山口　淳 517

ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾔ 山崎　聡也 485



ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾀｶ 山崎　豊 426

ﾔﾏｼﾀ ｹｲｺ 山下　桂子 54

ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞｷ 山下　茂樹 519

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾉﾘ 山下　智紀 224

ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾕｷ 山下　直行 432

ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾑ 山田　　修 536

ﾔﾏﾓﾄ ｸﾆｵ 山本　邦夫 472

ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ 山本　茂昭 455

ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｺ 山本　信彦 470

ﾕｷｼﾏ ｱｷﾗ 幸島　晶 381

ﾖｺｶﾞﾜ ﾅｵｷ 横川　直樹 208

ﾖｺﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 横田　駿平 210

ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 吉岡　純一 483

ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 吉田　剛 424

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 吉田　悠太 306

ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 吉村　彰記 211

ﾘﾀﾆ ﾄﾓｼｹﾞ 利谷　知繁 811

ﾜｷｻｶ ﾋﾛｱｷ 脇阪　公昭 538

ﾜｷﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 脇本　真治 378

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾂｵ 渡邉　越夫 350

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 渡辺　淳也 433


