
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 ⽯⽥ 昌太郎 イシダ ショウタロウ M20-24 学⽣連合
１ 2002 斎藤 尭 サイトウ タカシ M20-24 学⽣連合
１ 2003 ⾼⽊ 基光 タカキ モトミツ M20-24 学⽣連合
１ 2004 松本 響平 マツモト キョウヘイ M20-24 学⽣連合
１ 2005 宮⽥ 峻佑 ミヤタ シュンスケ M20-24 学⽣連合
１ 2006 ⽵村 哲平 タケムラ テッペイ M20-24 学⽣連合
１ 2007 坊 紳 ボウ シン M20-24 学⽣連合
１ 2008 岩本 太成 イワモト タイセイ M20-24 東京都
１ 2009 佐喜 瑠可寿 サキ ルカト M20-24 ⼤阪府
１ 2501 内⽥ 郁弥 ウチダ フミヤ M25-29 千葉県
１ 2502 島⽥ 鏡平 シマダ キョウヘイ M25-29 静岡県
１ 2503 ⽵内 昌憲 タケウチ マサノリ M25-29 埼⽟県
１ 2504 森⽥ ⼒也 モリタ リキヤ M25-29 兵庫県
１ 2505 ⾦⼦ 健太 カネコ ケンタ M25-29 京都府
１ 2506 古謝 孝明 コジャ タカアキ M25-29 北海道
１ 2507 成⽥ 健悟 ナリタ ケンゴ M25-29 愛知県
１ 2508 ⼩川 洋平 オガワ ヨウヘイ M25-29 ⼤阪府
１ 2509 稲葉 佑典 イナバ ユウスケ M25-29 愛知県
１ 2510 梅⽥ 航平 ウメダ コウヘイ M25-29 神奈川県
１ 2511 ⽊⼝ 僚 キグチ リョウ M25-29 ⼤阪府
１ 2512 ⽵川 博 タケカワ ヒロシ M25-29 福岡県
１ 2513 中⼭ 雄樹 ナカヤマ ユウキ M25-29 ⼤阪府
１ 2514 原川 拓⾺ ハラカワ タクマ M25-29 静岡県
１ 2515 ⿇崎 雄太 マサキ ユウタ M25-29 福岡県
１ 3001 浅井 健也 アサイ ケンヤ M30-34 愛知県
１ 3002 榊原 佑基 サカキバラ ユウキ M30-34 千葉県
１ 3003 内藤 兵磨 ナイトウ ヒョウマ M30-34 東京都
１ 3004 廣瀬 善貴 ヒロセ ヨシキ M30-34 京都府
１ 3005 森本 丈⼠ モリモト タケシ M30-34 兵庫県
１ 3006 ⼭下 ⻯ ヤマシタ リョウ M30-34 京都府
１ 3007 三ツ森 天平 ミツモリ テンペイ M30-34 愛知県
１ 3008 ポチロン ヨアン ポチロン ヨアン M30-34 東京都
１ 3009 松井 洋介 マツイ ヨウスケ M30-34 京都府
１ 3010 ⽯原 誠 イシハラ マコト M30-34 神奈川県
１ 3011 宅間 徹 タクマ トオル M30-34 京都府
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　★カテゴリー（年齢）は2021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5⽉1⽇までに「k.suzuki@jtu.or.jp」までご連絡ください。
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１ 3012 星 ⼤樹 ホシ ダイキ M30-34 千葉県
１ 3013 ⽮野 修作 ヤノ シュウサク M30-34 愛知県
１ 3014 吉川 稔満 ヨシカワ トシミツ M30-34 愛知県
１ 3015 渡辺 匠 ワタナベ タク M30-34 東京都
１ 3016 神⾕ 泰平 カミヤ タイヘイ M30-34 愛知県
１ 3017 ⼩泉 亘 コイズミ ワタル M30-34 埼⽟県
１ 3018 ⼩原 雅朗 コハラ マサアキ M30-34 東京都
１ 3019 ⽥中 宏樹 タナカ ヒロキ M30-34 神奈川県
１ 3501 ⼩⼭ 智弘 オヤマ トモヒロ M35-39 東京都
１ 3502 ⼩林 ⼀樹 コバヤシ カズキ M35-39 ⼤阪府
１ 3503 佐藤 元紀 サトウ モトノリ M35-39 神奈川県
１ 3504 藤⽥ 和志 フジタ カズシ M35-39 愛知県
１ 3505 守屋 史之 モリヤ フミユキ M35-39 東京都
１ 3506 齋藤 昌史 サイトウ マサシ M35-39 岐⾩県
１ 3507 ⻄村 顕吉 ニシムラ ケンキチ M35-39 東京都
１ 3508 藤井 雅之 フジイ マサユキ M35-39 岐⾩県
１ 3509 増⽥ 雄太 マスダ ユウタ M35-39 福島県
１ 3510 増⽥ 雄介 マスダ ユウスケ M35-39 三重県
１ 3511 横井 克明 ヨコイ カツアキ M35-39 愛知県
１ 3512 井貫 琢也 イヌキ タクヤ M35-39 兵庫県
１ 3513 上野 修平 ウエノ シュウヘイ M35-39 愛知県
１ 3514 川森 康裕 カワモリ ヤスヒロ M35-39 三重県
１ 3515 菊池 庄太 キクチ ショウタ M35-39 愛知県
１ 3516 岸本 雄 キシモト ユウ M35-39 神奈川県
１ 3517 倉内 誠司 クラウチ セイジ M35-39 愛知県
１ 3518 松⽊ 康祐 マツキ コウスケ M35-39 ⼤阪府
１ 3519 吉⽥ 悠太 ヨシダ ユウタ M35-39 岐⾩県
１ 3520 太⽥ 祐介 オオタ ユウスケ M35-39 岐⾩県
１ 3521 ⼩野 勝彦 オノ マサヒコ M35-39 ⼭梨県
１ 3522 甲斐嶋 祐介 カイジマ ユウスケ M35-39 京都府
１ 3523 ⾼⽊ 厚 タカギ アツシ M35-39 愛知県
１ 3524 ⻑島 正佳 ナガシマ マサヨシ M35-39 愛知県
１ 3525 牧野 淳史 マキノ アツシ M35-39 愛知県
１ 3526 芦⽥ 陽介 アシダ ヨウスケ M35-39 愛知県
１ 3527 イエイリ ロベルト イエイリ ロベルト M35-39 愛知県
１ 3528 後藤 公成 ゴトウ キミナリ M35-39 埼⽟県
１ 3529 野間 琢⽣ ノマ タクオ M35-39 愛知県
１ 3530 藤波 孝徳 フジナミ タカノリ M35-39 ⼤阪府
１ 3531 ⼤和 弘知 ヤマト ヒロトモ M35-39 兵庫県
１ 3532 ⼭本 昌弘 ヤマモト マサヒロ M35-39 愛知県
１ 3533 吉本 康匡 ヨシモト ヤスマサ M35-39 兵庫県
2 4001 上⼭ 航 ウエヤマ ワタル M40-44 兵庫県
2 4002 ⼤⻄ 智広 オオニシ トモヒロ M40-44 兵庫県
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2 4003 ⻲岡 貴史 カメオカ タカフミ M40-44 愛媛県
2 4004 河村 真吾 カワムラ シンゴ M40-44 愛知県
2 4005 ⼩⼝ 裕也 コグチ ユウヤ M40-44 東京都
2 4006 近藤 ⾼弘 コンドウ タカヒロ M40-44 愛知県
2 4007 坂元 靖昌 サカモト ヤスマサ M40-44 兵庫県
2 4008 惣川 塁 ソウカワ ルイ M40-44 兵庫県
2 4009 ⽥中 識章 タナカ ノリアキ M40-44 京都府
2 4010 ⼟屋 光正 ツチヤ ミツマサ M40-44 東京都
2 4011 ⼟⽅ 宏紀 ヒジカタ ヒロキ M40-44 愛知県
2 4012 藤⽥ 洋平 フジタ ヨウヘイ M40-44 静岡県
2 4013 ⼭中 雄太 ヤマナカ ユウタ M40-44 兵庫県
2 4014 淺井 邦⼈ アサイ クニヒト M40-44 静岡県
2 4015 太⽥ 卓 オオタ スグル M40-44 岐⾩県
2 4016 尾関 直樹 オゼキ ナオキ M40-44 愛知県
2 4017 加藤 ⼤輔 カトウ ダイスケ M40-44 島根県
2 4018 ⽥結庄 将岳 タユイショウ ノブタケ M40-44 ⼤阪府
2 4019 原⽥ 宗隆 ハラタ ムネタカ M40-44 愛知県
2 4020 平⼭ 直樹 ヒラヤマ ナオキ M40-44 愛知県
2 4021 ⽯川 尊⼠ イシカワ タカシ M40-44 ⼤阪府
2 4022 ⽯塚 淳⼀ イシヅカ ジュンイチ M40-44 兵庫県
2 4023 薄 陽⼀ ウスキ ヨウイチ M40-44 愛知県
2 4024 オドゥンラミジャンフィリオドゥンラミ ジャンフィリップ M40-44 ⾹川県
2 4025 北川 貴⼠ キタガワ アツシ M40-44 滋賀県
2 4026 栗⽥ 裕之 クリタ ヒロユキ M40-44 三重県
2 4027 森 徳久 モリ ノリヒサ M40-44 岐⾩県
2 4028 伊藤 岳 イトウ ガク M40-44 東京都
2 4029 岩花 ⾼光 イワハナ タカミツ M40-44 三重県
2 4030 瀬古 恵介 セコ ケイスケ M40-44 愛知県
2 4031 永野 雄久 ナガノ カツヒサ M40-44 神奈川県
2 4032 布⾕ ⼀樹 ヌノタニ カズキ M40-44 東京都
2 4033 橋本 雅⾂ ハシモト マサオミ M40-44 岐⾩県
2 4034 ブバー ベノワ ブバー ベノワ M40-44 東京都
2 4035 間瀬 啓介 マセ ケイスケ M40-44 愛知県
2 4036 森永 幸希 モリナガ コウキ M40-44 沖縄県
2 4037 秋⼭ 智洋 アキヤマ トモヒロ M40-44 東京都
2 4038 安倍 健太郎 アベ ケンタロウ M40-44 愛知県
2 4039 植⽥ 喜彦 ウエタ ヨシヒコ M40-44 愛知県
2 4040 遠藤 直哉 エンドウ ナオヤ M40-44 神奈川県
2 4041 ⼤出 幸⽣ オオデ ユキオ M40-44 兵庫県
2 4042 北川 直哉 キタガワ ナオヤ M40-44 愛知県
2 4043 ⼯藤 顕 クドウ アキラ M40-44 兵庫県
2 4044 国政 武史 クニマサ タケシ M40-44 福井県
2 4045 後藤 弘詞 ゴトウ ヒロシ M40-44 神奈川県
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2 4046 後藤 啓介 ゴトウ ケイスケ M40-44 東京都
2 4047 三⽥ 博史 サンダ ヒロシ M40-44 兵庫県
2 4048 中垣内 敦詞 ナカガイト アツシ M40-44 愛知県
2 4049 中島 慎介 ナカシマ シンスケ M40-44 ⼤阪府
2 4050 中⾕ 幸浩 ナカタニ ユキヒロ M40-44 兵庫県
2 4051 古⽥ 昌弘 フルタ マサヒロ M40-44 静岡県
2 4052 不破 章宏 フワ アキヒロ M40-44 愛知県
2 4053 堀内 峰 ホリウチ タカシ M40-44 ⼤阪府
2 4054 道下 智章 ミチシタ トモアキ M40-44 ⼤阪府
3 6001 ⼊江 賢 イリエ マサル M60-64 ⼤阪府
3 6002 鈴⽊ 武 スズキ タケシ M60-64 愛知県
3 6003 鈴⽊ 淳⼀郎 スズキ ジュンイチロウ M60-64 神奈川県
3 6004 ⽥中 晴彦 タナカ ハルヒコ M60-64 東京都
3 6005 根岸 雅彦 ネギシ マサヒコ M60-64 群⾺県
3 6006 橋本 芳樹 ハシモト ヨシキ M60-64 千葉県
3 6007 穂迫 順⼀ ホサコ ジュンイチ M60-64 愛知県
3 6008 政井 悟 マサイ サトル M60-64 東京都
3 6009 ⻘⽊ 孝 アオキ タカシ M60-64 愛知県
3 6010 志治 克美 シジ カツミ M60-64 広島県
3 6011 シュロズブリマーク シュロズブリー マーク M60-64 神奈川県
3 6012 ⾼⽥ 晋司 タカダ シンジ M60-64 愛知県
3 6013 富阪 隆浩 トミサカ タカヒロ M60-64 ⼤阪府
3 6014 埜⽥ 芳弘 ノダ ヨシヒロ M60-64 ⼤阪府
3 6015 花澤 和男 ハナザワ カズオ M60-64 神奈川県
3 6016 藤城 健 フジシロ ケン M60-64 愛知県
3 6017 ⾜⽴ 雅弘 アダチ マサヒロ M60-64 兵庫県
3 6018 ⼤⽊ 唯弘 オオキ タダヒロ M60-64 埼⽟県
3 6019 岡崎 好⽂ オカザキ ヨシフミ M60-64 兵庫県
3 6020 佐光 淳司 サコウ ジュンジ M60-64 ⼤阪府
3 6021 清⽔ 武 シミズ タケシ M60-64 ⻑野県
3 6022 寺岡 ⽤⼆ テラオカ ヨウジ M60-64 滋賀県
3 6023 野⼝ 射 ノグチ イトム M60-64 東京都
3 6024 法⽉ 孝 ノリヅキ タカシ M60-64 愛知県
3 6025 宮⾥ 英⽂ ミヤザト ヒデフミ M60-64 ⼤阪府
3 6026 安永 道直 ヤスナガ ミチナオ M60-64 愛知県
3 6027 ⽩⽯ 俊⼰ シライシ トシミ M60-64 神奈川県
3 6028 寺⽊ 忠利 テラキ タダトシ M60-64 愛知県
3 6029 上⽔ 満治 アゲミズ ミツハル M60-64 ⼤阪府
3 6030 ⼤⾕ ⼀弘 オオタニ カツヒロ M60-64 奈良県
3 6501 ⾓下 ⿇⼈ カクシタ アサヒト M65-69 和歌⼭県
3 6502 堺⾕ 泰郎 サカイタニ ヤスロウ M65-69 兵庫県
3 6503 桟敷 栄⼀ サジキ エイイチ M65-69 奈良県
3 6504 ⾼井良 俊雄 タカイラ トシオ M65-69 奈良県
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3 6505 飯島 真 イイジマ マコト M65-69 神奈川県
3 6506 ⽯⾶ 肇 イシトビ ハジメ M65-69 兵庫県
3 6507 畑中 泰⼆ ハタナカ タイジ M65-69 埼⽟県
3 6508 藤村 吉男 フジムラ ヨシオ M65-69 東京都
3 6509 渡辺 常彦 ワタナベ ツネヒコ M65-69 北海道
3 6510 川崎 潔 カワサキ キヨシ M65-69 ⼤阪府
3 6511 ⽳⽥ ⽂夫 アナダ フミオ M65-69 ⼤阪府
3 6512 佐藤 周平 サトウ シュウヘイ M65-69 東京都
3 7001 若狭 寿 ワカサ ヒサシ M70-74 ⼤阪府
3 7002 ⽥中 正則 タナカ マサノリ M70-74 三重県
3 7003 松川 幹雄 マツカワ ミキオ M70-74 兵庫県
3 7004 三宅 光章 ミヤケ ミツアキ M70-74 愛知県
3 7005 ⼭⼝ 清 ヤマグチ キヨシ M70-74 愛知県
3 7501 中島 守 ナカシマ マモル M75-79 兵庫県
3 8001 舘本 義勝 タテモト ヨシカツ M80-84 ⼤阪府
4 201 市川 愛唯 イチカワ アユ F20-24 埼⽟県
4 251 ⽯⽥ 愛 イシダ アイ F25-29 ⼤阪府
4 252 中園 真理亜 ナカゾノ マリア F25-29 神奈川県
4 253 ⽯⽥ 凪帆 イシダ ナギホ F25-29 静岡県
4 254 河野 典⼦ コウノ ノリコ F25-29 ⼤阪府
4 255 藤本 朱⾥ フジモト アカリ F25-29 三重県
4 301 宇佐美 美⾥ ウサミ ミサト F30-34 京都府
4 351 神宮 優 ジングウ ユウ F35-39 ⼤阪府
4 352 須崎 とも スザキ トモ F35-39 東京都
4 353 ⼭内 ⿇代 ヤマウチ マヨ F35-39 ⼤阪府
4 354 加来 奈津⼦ カク ナツコ F35-39 東京都
4 355 寺⽊ 佐和⼦ テラキ サワコ F35-39 愛知県
4 356 橋⼝ 久美⼦ ハシグチ クミコ F35-39 福岡県
4 357 林 摩耶 ハヤシ マヤ F35-39 ⾹川県
4 358 鈴⽊ ⿇美 スズキ アサミ F35-39 神奈川県
4 359 ⽵内 もも⼦ タケウチ モモコ F35-39 東京都
4 401 直下 典⼦ ソソリ ノリコ F40-44 ⽯川県
4 402 乾井 貴⼦ イヌイ タカコ F40-44 奈良県
4 403 内⽥ 叔恵 ウチダ ヨシエ F40-44 愛知県
4 404 ⼾⽥ 友⼦ トダ トモコ F40-44 兵庫県
4 405 ⼭⽥ 由枝 ヤマダ ヨシエ F40-44 愛知県
4 406 国政 摩耶 クニマサ マヤ F40-44 福井県
4 407 久⽶ さやか クメ サヤカ F40-44 兵庫県
4 408 ⼩阪 はるな コサカ ハルナ F40-44 兵庫県
4 451 中塚 裕美 ナカツカ ヒロミ F45-49 兵庫県
4 452 濱野 裕明⼦ ハマノ ユミコ F45-49 神奈川県
4 453 間瀬 寛⼦ マセ ヒロコ F45-49 愛知県
4 454 吉⽥ 恭⼦ ヨシダ キョウコ F45-49 埼⽟県
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4 455 伊藤 真樹⼦ イトウ マキコ F45-49 愛知県
4 456 近藤 さえ コンドウ サエ F45-49 岡⼭県
4 457 植条 広⼦ ウエジョウ ヒロコ F45-49 三重県
4 458 北吉 舞 キタヨシ マイ F45-49 奈良県
4 459 熊⾕ みやび クマガイ ミヤビ F45-49 東京都
4 460 志野 治美 シノ ハルミ F45-49 奈良県
4 461 ⽥邊 なほみ タナベ ナオミ F45-49 愛知県
4 462 松尾 由樹恵 マツオ ユキエ F45-49 兵庫県
4 463 ⼤村 実巨 オオムラ マコ F45-49 ⼤阪府
4 464 徳満 加奈⼦ トクミツ カナコ F45-49 ⾼知県
4 465 松本 華奈 マツモト カナ F45-49 島根県
4 466 棟上 愛真 ムネガミ エマ F45-49 兵庫県
4 467 ⼭⽥ 美穂⼦ ヤマダ ミホコ F45-49 愛知県
4 468 菅家 幸⼦ カンケ サチコ F45-49 ⼤阪府
4 469 武内 加奈⼦ タケウチ カナコ F45-49 ⼤阪府
4 470 松本 亜紀⼦ マツモト アキコ F45-49 ⼤阪府
4 501 川嶋 明⼦ カワシマ アキコ F50-54 東京都
4 502 ⼾⽥ 久美⼦ トダ クミコ F50-54 東京都
4 503 新井 磨⾥⼦ アライ マリコ F50-54 群⾺県
4 504 奥⽥ 智美 オクダ トモミ F50-54 三重県
4 505 桑野 加恵 クワノ カエ F50-54 ⾹川県
4 506 ⽥中 妙⼦ タナカ タエコ F50-54 愛知県
4 507 鶴⽥ 雅代 ツルタ マサヨ F50-54 東京都
4 508 橘 都 タチバナ ミヤコ F50-54 ⼤阪府
4 551 江原 深雪 エバラ ミユキ F55-59 東京都
4 552 ⽥久世 奈々⼦ タクセ ナナコ F55-59 兵庫県
4 553 吉⽥ 喜久代 ヨシダ キクヨ F55-59 ⼤阪府
4 554 ⿊⽻ 美登⾥ クロバネ ミドリ F55-59 東京都
4 555 ⿅野 美保 カノ ミホ F55-59 愛知県
4 556 福⽥ 恵美⼦ フクタ エミコ F55-59 富⼭県
4 557 殿⼭ 恭代 トノヤマ ヤスヨ F55-59 広島県
4 601 兼澤 直⼦ カネザワ ナオコ F60-64 京都府
4 602 川⽥ 和美 カワタ カズミ F60-64 ⻑崎県
4 603 武⽥ 久美⼦ タケダ クミコ F60-64 ⼤阪府
4 604 ⻄坂 桂⼦ ニシサカ ケイコ F60-64 東京都
4 651 林 優⼦ ハヤシ ユウコ F65-69 ⾹川県
5 4501 浅井 教夫 アサイ ノリオ M45-49 ⿃取県
5 4502 市川 和⼈ イチカワ カズト M45-49 岐⾩県
5 4503 伊藤 ⻯昭 イトウ タツアキ M45-49 岐⾩県
5 4504 伊藤 衛 イトウ マモル M45-49 三重県
5 4505 内⼭ 卓哉 ウチヤマ タクヤ M45-49 新潟県
5 4506 太⽥ 滋 オオタ シゲル M45-49 東京都
5 4507 近藤 哲司 コンドウ テツジ M45-49 神奈川県



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
5 4508 佐藤 ⼤ サトウ ダイ M45-49 東京都
5 4509 関根 聡 セキネ サトシ M45-49 埼⽟県
5 4510 園⽥ 英⼀ ソノダ エイイチ M45-49 神奈川県
5 4511 鷹野 浩三 タカノ コウゾウ M45-49 静岡県
5 4512 ⾼⼭ ⼀樹 タカヤマ カズキ M45-49 神奈川県
5 4513 ⽥⼝ ⽂泰 タグチ フミヤス M45-49 愛知県
5 4514 宮原 亮 ミヤハラ アキラ M45-49 ⼤阪府
5 4515 美和 太郎 ミワ タロウ M45-49 静岡県
5 4516 安井 亮太 ヤスイ リョウタ M45-49 三重県
5 4517 安井 篤史 ヤスイ アツシ M45-49 愛知県
5 4518 吉⽥ ⿓也 ヨシダ タツヤ M45-49 兵庫県
5 4519 ⽯井 仁平 イシイ ジンペイ M45-49 新潟県
5 4520 上坊 幸裕 ウエボウ ユキヒロ M45-49 広島県
5 4521 加藤 真 カトウ マコト M45-49 神奈川県
5 4522 笹部 泰宏 ササベ ヤスヒロ M45-49 岡⼭県
5 4523 佐藤 秀樹 サトウ ヒデキ M45-49 愛知県
5 4524 釈迦野 亮 シャカノ リョウ M45-49 東京都
5 4525 鈴⽊ 隆裕 スズキ タカヒロ M45-49 東京都
5 4526 萩原 英樹 ハギハラ ヒデキ M45-49 滋賀県
5 4527 橋本 直樹 ハシモト ナオキ M45-49 岐⾩県
5 4528 藤川 誠⼆ フジカワ セイジ M45-49 愛知県
5 4529 堀内 誠 ホリウチ マコト M45-49 ⼤阪府
5 4530 堀江 亮介 ホリエ リョウスケ M45-49 愛知県
5 4531 ⽑利 元 モウリ ハジメ M45-49 愛知県
5 4532 渡辺 真吾 ワタナベ シンゴ M45-49 愛知県
5 4533 浅野 享洋 アサノ ユキヒロ M45-49 愛知県
5 4534 稲葉 善則 イナバ ヨシノリ M45-49 愛知県
5 4535 岩崎 良亮 イワサキ リョウスケ M45-49 京都府
5 4536 川⻄ 太⼀郎 カワニシ タイチロウ M45-49 ⼤阪府
5 4537 佐藤 英雄 サトウ ヒデオ M45-49 愛知県
5 4538 鈴⽊ 信也 スズキ シンヤ M45-49 愛知県
5 4539 関 伸介 セキ シンスケ M45-49 新潟県
5 4540 千賀 茂⽣ センガ シゲオ M45-49 愛知県
5 4541 滝 聡雄 タキ アキオ M45-49 愛知県
5 4542 丸岡 正和 マルオカ マサカズ M45-49 ⼤阪府
5 4543 薮下 徹 ヤブシタ トオル M45-49 ⼤阪府
5 4544 ⼭⼝ 靖広 ヤマグチ ヤスヒロ M45-49 兵庫県
5 4545 ⼭崎 啓太 ヤマザキ ケイタ M45-49 ⼤阪府
5 4546 今枝 誠 イマエダ マコト M45-49 愛知県
5 4547 ⼤賀 興⼀郎 オオガ コウイチロウ M45-49 ⼤阪府
5 4548 樫原 ⼀仁 カシハラ カズヒト M45-49 兵庫県
5 4549 神村 昌克 カミムラ マサカツ M45-49 愛知県
5 4550 神⾕ 俊男 カミヤ トシオ M45-49 静岡県
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5 4551 佐川 泰久 サガワ ヤスヒサ M45-49 愛知県
5 4552 多度津 芳夫 タドツ ヨシオ M45-49 埼⽟県
5 4553 津熊 基安 ツクマ モトヤス M45-49 ⼤阪府
5 4554 ⻑沼 宏明 ナガヌマ ヒロアキ M45-49 兵庫県
5 4555 中野 徹 ナカノ トオル M45-49 ⼤阪府
5 4556 ⻄ 拓磨 ニシ タクマ M45-49 愛知県
5 4557 春⾺ 学 ハルマ マナブ M45-49 愛知県
5 4558 福島 良⼀ フクシマ リヨウイチ M45-49 ⿃取県
5 4559 本多 裕介 ホンダ ユウスケ M45-49 京都府
5 4560 前⽥ 誠⼀郎 マエダ セイイチロウ M45-49 神奈川県
5 4561 眞坂 信彦 マサカ ノブヒコ M45-49 愛知県
5 4562 ⾕内 秀昭 ヤチ ヒデアキ M45-49 滋賀県
5 4563 ⽯川 幸篤 イシカワ ユキアツ M45-49 東京都
5 4564 今枝 寛 イマエダ カン M45-49 愛知県
5 4565 海⽼原 伸彦 エビハラ ノブヒコ M45-49 愛知県
5 4566 ⼤槻 成弘 オオツキ シゲヒロ M45-49 東京都
5 4567 各務 正敏 カカム マサトシ M45-49 岐⾩県
5 4568 柏⽊ 拓 カシワギ タク M45-49 和歌⼭県
5 4569 川原 重徳 カワハラ シゲノリ M45-49 岐⾩県
5 4570 川村 ⿓太郎 カワムラ リュウタロウ M45-49 愛知県
5 4571 坂⽥ 篤 サカタ アツシ M45-49 愛知県
5 4572 関 貴弘 セキ タカヒロ M45-49 神奈川県
5 4573 ⽥⼝ 光 タグチ ヒカル M45-49 愛知県
5 4574 原⽥ 修⼀ ハラダ シュウイチ M45-49 静岡県
5 4575 福元 哲郎 フクモト テツロウ M45-49 広島県
5 4576 宮 豊 ミヤ ユタカ M45-49 兵庫県
5 4577 村上 忠弘 ムラカミ タダヒロ M45-49 愛知県
5 4578 ⽶岡 賢太郎 ヨネオカ ケンタロウ M45-49 愛知県
5 4579 若林 宏幸 ワカバヤシ ヒロユキ M45-49 埼⽟県
6 5001 有野 康隆 アリノ ヤスタカ M50-54 兵庫県
6 5002 今井 敦 イマイ アツシ M50-54 静岡県
6 5003 岩間 康 イワマ ヤスシ M50-54 ⼤阪府
6 5004 上⽥ 亥久雄 ウエダ イクオ M50-54 神奈川県
6 5005 上野 泰司 ウエノ ヤスシ M50-54 愛知県
6 5006 ⼤本 惇 オオモト アツシ M50-54 神奈川県
6 5007 岡崎 博幸 オカザキ ヒロユキ M50-54 愛知県
6 5008 ⼩幡 修⼤ オバタ ノブヒロ M50-54 神奈川県
6 5009 鍵⾕ 謙介 カギタニ ケンスケ M50-54 兵庫県
6 5010 嘉古⽥ 信雄 カコダ ノブオ M50-54 愛知県
6 5011 加藤 代幸 カトウ シロユキ M50-54 愛知県
6 5012 北野 信英 キタノ ノブヒデ M50-54 愛知県
6 5013 ⼩島 正清 コジマ マサキヨ M50-54 愛知県
6 5014 ⼩⾼ ⼄⽮ コダカ オトヤ M50-54 神奈川県
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6 5015 榊原 隆浩 サカキバラ タカヒロ M50-54 愛知県
6 5016 ⾼橋 栄司 タカハシ エイジ M50-54 滋賀県
6 5017 ⾕⾵ 裕之 タニカゼ ヒロユキ M50-54 愛知県
6 5018 福井 栄次 フクイ エイジ M50-54 ⼤阪府
6 5019 福村 航 フクムラ コウ M50-54 ⼭⼝県
6 5020 牧野 星 マキノ タカシ M50-54 東京都
6 5021 三上 ⾠男 ミカミ タツオ M50-54 京都府
6 5022 ⼭⽥ 耕司 ヤマダ コウジ M50-54 愛知県
6 5023 ⼭⽻ 宏⾏ ヤマバ ヒロユキ M50-54 愛知県
6 5024 和久井 ⼀隆 ワクイ カズタカ M50-54 東京都
6 5025 ⻘⽊ 幸則 アオキ ユキノリ M50-54 愛知県
6 5026 尼⼦ 雅章 アマコ マサアキ M50-54 千葉県
6 5027 内⽥ 忠夫 ウチダ タダオ M50-54 三重県
6 5028 ⼤嶋 健治 オオシマ ケンジ M50-54 愛知県
6 5029 ⼤⻄ 伸 オオニシ シン M50-54 京都府
6 5030 加藤 豊 カトウ ユタカ M50-54 愛知県
6 5031 喜多 康⼈ キタ ヤスヒト M50-54 ⼤阪府
6 5032 佐藤 伸⼀ サトウ シンイチ M50-54 愛知県
6 5033 柴⽥ 俊 シバタ シュン M50-54 岐⾩県
6 5034 鈴⽊ 健弘 スズキ タケヒロ M50-54 静岡県
6 5035 瀬間 ⻯⼀ セマ リュウイチ M50-54 ⼤阪府
6 5036 ⾼橋 利造 タカハシ トシゾウ M50-54 愛知県
6 5037 ⾕⼝ 洋 タニグチ ヒロシ M50-54 兵庫県
6 5038 東條 三雄 トウジョウ ミツオ M50-54 滋賀県
6 5039 ⻄ 晶弘 ニシ アキヒロ M50-54 ⼤阪府
6 5040 平⽥ 国治 ヒラタ クニハル M50-54 群⾺県
6 5041 細⾕ 智雄 ホソヤ トモオ M50-54 東京都
6 5042 横⼭ 満春 ヨコヤマ ミツハル M50-54 愛媛県
6 5043 渡辺 宗敬 ワタナベ ムネヒロ M50-54 愛知県
6 5044 ⽯川 眞⼀郎 イシカワ シンイチロウ M50-54 東京都
6 5045 市川 博 イチカワ ヒロシ M50-54 愛知県
6 5046 井上 浩⼀郎 イノウエ コウイチロウ M50-54 東京都
6 5047 岩崎 智⼀ イワサキ トモカズ M50-54 愛知県
6 5048 奥野 英明 オクノ ヒデアキ M50-54 兵庫県
6 5049 ⾦城 正彦 カネシロ マサヒコ M50-54 東京都
6 5050 ⼩林 靖明 コバヤシ ヤスアキ M50-54 東京都
6 5051 ⼩⼭ 潔 コヤマ キヨシ M50-54 東京都
6 5052 重川 達治 シゲカワ タツジ M50-54 東京都
6 5053 中川 将⼈ ナカガワ マサト M50-54 ⼤阪府
6 5054 ⻑島 太郎 ナガシマ タロウ M50-54 東京都
6 5055 服部 祥⼆ ハットリ ショウジ M50-54 岡⼭県
6 5056 安⽥ 徳基 ヤスダ トクキ M50-54 兵庫県
6 5057 ⽯原 拓哉 イシハラ タクヤ M50-54 岐⾩県
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6 5058 梅本 健 ウメモト タケシ M50-54 東京都
6 5059 佐藤 浩史 サトウ ヒロシ M50-54 神奈川県
6 5060 ⾼橋 輝樹 タカハシ テルキ M50-54 愛知県
6 5061 中井 俊光 ナカイ トシミツ M50-54 ⼤阪府
6 5062 中野 信博 ナカノ ノブヒロ M50-54 岐⾩県
6 5063 ⻄阪 充 ニシサカ ミツル M50-54 ⼤阪府
6 5064 福家 健作 フクイエ ケンサク M50-54 福岡県
6 5065 松⽥ 静孝 マツダ シズタカ M50-54 愛知県
6 5066 松永 伸雅 マツナガ ノブマサ M50-54 兵庫県
6 5067 モランジュ ジャンーマルモランジュ ジャンーマルク M50-54 東京都
6 5068 柳井 英之 ヤナイ ヒデユキ M50-54 ⼤阪府
6 5069 渡辺 俊博 ワタナベ トシヒロ M50-54 愛知県
6 5070 伊藤 明広 イトウ アキヒロ M50-54 愛知県
6 5071 ⾓張 勲 カクハリ イサオ M50-54 奈良県
6 5072 澤⽊ 保 サワキ タモツ M50-54 岐⾩県
6 5073 辻⽥ 清之 ツジタ キヨユキ M50-54 ⼤阪府
6 5074 新美 ⼤ ニイミ マサル M50-54 愛知県
6 5075 ⽇笠 浩⼀ ヒガサ コウイチ M50-54 愛知県
6 5076 東⽥ 欣也 ヒガシダ ヨシナリ M50-54 愛知県
6 5077 柳本 徹 ヤナギモト トオル M50-54 ⼤阪府
7 5501 市川 博⽂ イチカワ ヒロフミ M55-59 愛知県
7 5502 今井 博隆 イマイ ヒロタカ M55-59 広島県
7 5503 ⽥中 豊 タナカ ユタカ M55-59 東京都
7 5504 中村 俊之 ナカムラ トシユキ M55-59 和歌⼭県
7 5505 新⽥ 篤司 ニッタ アツシ M55-59 福井県
7 5506 藤本 純⼀ フジモト ジュンイチ M55-59 ⼤阪府
7 5507 ⼭川 真弘 ヤマカワ マサヒロ M55-59 愛知県
7 5508 ⼭崎 浩司 ヤマサキ ヒロシ M55-59 愛知県
7 5509 江崎 賢⼀ エザキ ケンイチ M55-59 ⼤阪府
7 5510 岡本 泰宜 オカモト ヤスヨシ M55-59 愛知県
7 5511 数家 直樹 カズイエ ナオキ M55-59 富⼭県
7 5512 境 広志 サカイ ヒロシ M55-59 東京都
7 5513 佐藤 知紀 サトウ トモノリ M55-59 神奈川県
7 5514 鈴⽊ 正通 スズキ マサミチ M55-59 愛知県
7 5515 滝井 勝寿 タキイ カツトシ M55-59 静岡県
7 5516 平野 光司 ヒラノ コウジ M55-59 兵庫県
7 5517 前⽥ 亨 マエダ トオル M55-59 ⼤阪府
7 5518 丸⼭ 誠⼆ マルヤマ セイジ M55-59 静岡県
7 5519 ⼭本 功 ヤマモト イサオ M55-59 ⼤阪府
7 5520 吉川 明 ヨシカワ アキラ M55-59 滋賀県
7 5521 ⻘森 直⼈ アオモリ ナオト M55-59 岡⼭県
7 5522 池⽥ 雅⼀ イケダ マサカズ M55-59 三重県
7 5523 ⼤⽯ 昭弘 オオイシ アキヒロ M55-59 ⻑野県
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7 5524 ⻤崎 昌⼈ オニザキ マサト M55-59 ⼤阪府
7 5525 ⾦井 周悟 カナイ シュウゴ M55-59 神奈川県
7 5526 鈴⽊ 茂之 スズキ シゲユキ M55-59 静岡県
7 5527 ⽥光 俊治 タミツ シュンジ M55-59 ⾹川県
7 5528 中野 守夫 ナカノ モリオ M55-59 愛知県
7 5529 服部 タカトシ ハットリ タカトシ M55-59 三重県
7 5530 林 博樹 ハヤシ ヒロキ M55-59 愛知県
7 5531 藤⽥ 義彦 フジタ ヨシヒコ M55-59 静岡県
7 5532 新井 正徳 アライ マサノリ M55-59 愛知県
7 5533 沖森 克⽂ オキモリ カツフミ M55-59 愛知県
7 5534 川那部 岳志 カワナベ タケシ M55-59 東京都
7 5535 川原 広美 カワハラ ヒロミ M55-59 千葉県
7 5536 ⼩菅 猛 コスゲ タケシ M55-59 新潟県
7 5537 境 勉 サカイ ツトム M55-59 東京都
7 5538 ⽻賀 正幹 ハガ マサミキ M55-59 岐⾩県
7 5539 濱⼝ 信之 ハマグチ ノブユキ M55-59 ⼤阪府
7 5540 松本 英樹 マツモト ヒデキ M55-59 ⼤阪府
7 5541 三品 ⾠美 ミシナ タツミ M55-59 東京都
7 5542 ⼭⽥ 潤 ヤマダ ジュン M55-59 愛知県
7 5543 ⽯川 誠 イシカワ マコト M55-59 愛知県
7 5544 梅村 久樹 ウメムラ ヒサキ M55-59 愛知県
7 5545 加野 浩之 カノ ヒロユキ M55-59 和歌⼭県
7 5546 ⻲⼭ 時弘 カメヤマ トキヒロ M55-59 静岡県
7 5547 雲 浩靖 クモ ヒロヤス M55-59 ⼤阪府
7 5548 冨岡 敏憲 トミオカ トシノリ M55-59 広島県
7 5549 中道 威夫 ナカミチ タケオ M55-59 埼⽟県
7 5550 弘⽥ 静雄 ヒロタ シズオ M55-59 三重県
7 5551 藤⽥ 淳 フジタ アツシ M55-59 京都府
7 5552 堀内 浩司 ホリウチ コウジ M55-59 東京都
7 5553 正岡 佳典 マサオカ ヨシミチ M55-59 愛知県
7 5554 溝⼝ 章司 ミゾグチ ショウジ M55-59 ⾹川県


