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RACENO 氏名 よみがな 性別 年齢15 都道府県

101 川谷 功 かわたに いさお 男 56 長崎県

102 田中 誠治 たなか せいじ 男 41 山梨県

201 長田 信久 おさだ　のぶひさ 男 39 神奈川県

202 中山　賢史朗 なかやま　けんしろう 男 26 東京都

301 中村 大成 なかむら たいせい 男 40 大阪府

302 濱田 美穂 はまだ みほ 男 46 大阪府

401 乾井 紀英 いぬい のりひで 男 43 奈良県

402 宇田 秀生 うだ　ひでき 男 28 滋賀県

403 佐藤 圭一 さとう けいいち 男 36 愛知県

404 樋上 稔英 ひがみ としひで 男 39 愛知県

501 鏡味 信幸 かがみ のぶゆき 男 43 三重県

502 山上 翔太郎 やまがみ しょうたろう 男 26 京都府

601 中田 鈴子 なかた すずこ 女 49 京都府

ガイド 箱谷 幸恵 はこたに ゆきえ 女 49

602 山田 敦子 やまだ あつこ 女 41 兵庫県

ガイド 西山 優 にしやま ゆう 女 20

603 神田 信 かんだ しん 男 50 神奈川県

ガイド 福間 純 ふくま じゅん 男 51

151 高嵜 瑞貴 たかさき みずき 女 37 東京都

11 井上 あゆみ いのうえ あゆみ 女 38 愛知県

12 後藤 明日美 ごとう あすみ 女 32 静岡県

13 富田 春香 とみた はるか 女 43 愛知県

14 永塚 美紀 ながつか みき 女 40 埼玉県

15 生川 玲奈 なるかわ れいな 女 28 愛知県

51 天野 公朗 あまの きみお 男 49 愛知県

52 有賀 達哉 ありが たつや 男 55 岐阜県

53 石原 光博 いしはら みつひろ 男 46 愛知県

54 一宮 修 いちみや おさむ 男 51 愛知県

55 伊藤 孝太 いとう こうた 男 20 三重県

56 伊藤 友哉 いとう ともや 男 18 愛知県

57 伊藤 正明 いとう まさあき 男 55 長野県

58 今井 信樹 いまい のぶき 男 39 愛知県

59 尾関 将樹 おぜき まさき 男 19 愛知県

60 落合 公昭 おちあい きみあき 男 59 長野県

61 河崎 佳太 かわさき けいた 男 26 兵庫県

62 齋藤 徳夫 さいとう のりお 男 45 愛知県

63 齋藤 求 さいとう もとむ 男 35 三重県

64 清水 敬能 しみず たかよし 男 63 愛知県

65 鈴木 大空 すずき ひろたか 男 19 愛知県

66 高尾 雅春 たかお まさはる 男 55 愛知県

67 高橋 一実 たかはし かずみ 男 43 大阪府

68 高橋 寛人 たかはし ひろと 男 27 兵庫県

69 高橋 陽一 たかはし よういち 男 66 三重県

70 高見澤 一伸 たかみざわ かずのぶ 男 48 長野県

71 田中 優介 たなか ゆうすけ 男 29 愛知県

72 棚橋 雅弥 たなはし まさや 男 30 愛知県

73 知識 嵩瑛 ちしき たかあき 男 18 愛知県

74 永井 克明 ながい かつあき 男 46 神奈川県

75 成田 篤人 なりた あつと 男 27 愛知県

76 成田 延久 なりた のぶひさ 男 39 愛知県

77 原田 修一 はらだ しゅういち 男 43 静岡県

78 藤井 裕大 ふじい みちひろ 男 44 愛知県

79 二村 英行 ふたむら ひでゆき 男 42 愛知県

80 森田 赳明 もりた たけあき 男 29 大阪府

81 安本 旭宏 やすもと あきひろ 男 31 愛知県

82 吉田 豊 よしだ ゆたか 男 37 愛知県

83 脇田 凌成 わきた りょうせい 男 19 愛知県

84 渡辺 義文 わたなべ よしふみ 男 47 愛知県

85 古賀　康弘 こが　やすひろ 男 46 愛知県
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