
[ 1] ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･ｵｰﾌﾟﾝ　４種目

107 西浦　稔 進地　明美 石川 149 平松　成文 原　映子 愛知

117 吉田　茂 飯田　真由美 岐阜 153 井上　雅幹 井上　啓子 愛知

126 西尾　正之 田中　愛子 長野 155 出村　信幸 山下　保子 石川

138 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井 162 古澤　誠 緑谷　朱三江 愛知

140 服部　篤志 高木　多依 愛知 171 鍋谷　忠男 上井　真由美 富山

[ 3] ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｂ級　Ｗ・Ｔ

171 鍋谷　忠男 上井　真由美 富山 269 安藤　利夫 熊谷　もとみ 愛知

187 木村　登 伊藤　めぐみ 岐阜 270 手嶋　義則 鳥居　洋子 愛知

222 大須賀　久了 中野　みえ 愛知 271 牧野　勝彦 牧野　敬子 愛知

234 伴　俊徳 竹内　妙子 愛知 272 澤田　繁 桂下　典美 富山

248 金子　健一 南　清美 愛知 273 佐竹　弘志 五十嵐　静子 新潟

249 中村　聘二 島津　紀美 静岡 274 二宮　淳行 石黒　えみこ 愛知

250 長岡　行三 小川　香代 石川 275 小関　憲三 加藤　幸子 岐阜

254 小形　完治 斉藤　里美 福井 276 辻川　繁 細江　瞳 福井

256 東　光一 上田　紀子 石川 277 高橋　幹男 大門　三枝子 石川

259 田中　寛 加藤　真理子 愛知 278 市澤　隆 市澤　暁美 富山

[ 4] ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｂ級　Ｃ・Ｓ

107 西浦　稔 進地　明美 石川 275 小関　憲三 加藤　幸子 岐阜

126 西尾　正之 田中　愛子 長野 297 松永　卓也 森　由莉枝 静岡

162 古澤　誠 緑谷　朱三江 愛知 298 吉野　実 吉野　香葉 石川

[ 5] ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｃ級　Ｗ

256 東　光一 上田　紀子 石川 283 斉藤　京司 斉藤　桂子 福井

279 坂口　誠 福島　美好 富山 284 毛利　正俊 毛利　富美子 富山

280 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知 285 近田　敏弘 近田　弘子 愛知

281 青出　正男 青出　美津子 富山 286 森　優光 松本　謡子 石川

282 村上　茂郎 村上　明子 石川

[ 6] ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｃ級　Ｓ

222 大須賀　久了 中野　みえ 愛知 283 斉藤　京司 斉藤　桂子 福井

279 坂口　誠 福島　美好 富山 293 中村　脩 中村　睦子 石川

280 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知

[ 7] ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｃ級　Ｆ

256 東　光一 上田　紀子 石川 283 斉藤　京司 斉藤　桂子 福井

279 坂口　誠 福島　美好 富山 284 毛利　正俊 毛利　富美子 富山

280 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知 285 近田　敏弘 近田　弘子 愛知

281 青出　正男 青出　美津子 富山 286 森　優光 松本　謡子 石川

282 村上　茂郎 村上　明子 石川

[ 8] ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｃ級　Ｒ

222 大須賀　久了 中野　みえ 愛知 280 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知

234 伴　俊徳 竹内　妙子 愛知 283 斉藤　京司 斉藤　桂子 福井

279 坂口　誠 福島　美好 富山 293 中村　脩 中村　睦子 石川



[ 9] ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｄ級　Ｗ

287 柴田　年男 横田　絹代 愛知 292 守山　佳秀 守山　美子 静岡

288 木下　洋 吉井　博子 富山 293 中村　脩 中村　睦子 石川

289 天井　志朗 中橋　貢三子 石川 294 高宮　継治 池田　悦子 愛知

290 高木　進 伊藤　靖子 愛知 295 土倉　章夫 水野　澄子 富山

291 八幡　省治 西出　佐智子 石川 296 岩出　貞男 内立輪　ひとみ三重

[10] ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｄ級　Ｃ

285 近田　敏弘 近田　弘子 愛知 294 高宮　継治 池田　悦子 愛知

287 柴田　年男 横田　絹代 愛知 299 小島　誠一 服部　敬子 愛知

292 守山　佳秀 守山　美子 静岡 300 篠田　哲夫 篠田　まりこ 岐阜

[11] ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｄ級　Ｔ

287 柴田　年男 横田　絹代 愛知 292 守山　佳秀 守山　美子 静岡

288 木下　洋 吉井　博子 富山 293 中村　脩 中村　睦子 石川

289 天井　志朗 中橋　貢三子 石川 294 高宮　継治 池田　悦子 愛知

290 高木　進 伊藤　靖子 愛知 295 土倉　章夫 水野　澄子 富山

291 八幡　省治 西出　佐智子 石川 296 岩出　貞男 内立輪　ひとみ三重

[12] ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｄ級　Ｒ

285 近田　敏弘 近田　弘子 愛知 294 高宮　継治 池田　悦子 愛知

287 柴田　年男 横田　絹代 愛知 296 岩出　貞男 内立輪　ひとみ三重

290 高木　進 伊藤　靖子 愛知 299 小島　誠一 服部　敬子 愛知

292 守山　佳秀 守山　美子 静岡 300 篠田　哲夫 篠田　まりこ 岐阜

[13] ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱＡ級

107 西浦　稔 進地　明美 石川 153 井上　雅幹 井上　啓子 愛知

138 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井 250 長岡　行三 小川　香代 石川

140 服部　篤志 高木　多依 愛知 273 佐竹　弘志 五十嵐　静子 新潟

[15] ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱＢ級

222 大須賀　久了 中野　みえ 愛知 269 安藤　利夫 熊谷　もとみ 愛知

234 伴　俊徳 竹内　妙子 愛知 270 手嶋　義則 鳥居　洋子 愛知

248 金子　健一 南　清美 愛知 271 牧野　勝彦 牧野　敬子 愛知

249 中村　聘二 島津　紀美 静岡 272 澤田　繁 桂下　典美 富山

250 長岡　行三 小川　香代 石川 275 小関　憲三 加藤　幸子 岐阜

254 小形　完治 斉藤　里美 福井 276 辻川　繁 細江　瞳 福井

259 田中　寛 加藤　真理子 愛知


