
ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱＡ級　ＷＦ

177 橋本　毅 長坂　幸枝 愛知 201 市澤　隆 市澤　暁美 富山

188 西浦　稔 進地　明美 石川 210 服部　篤志 高木　多依 愛知

196 金子　健一 南　清美 愛知 214 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井

197 牧野　勝彦 牧野　敬子 愛知 219 東郷　輝雄 広田　喜代美 石川

199 近田　敏弘 近田　弘子 愛知

ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱＢ級　ＷＴ

173 小幡　宏雄 中野　美代子 愛知 203 東　光一 上田　紀子 石川

175 安藤　利夫 熊谷　もとみ 愛知 205 小関　憲三 加藤　幸子 岐阜

178 中村　聘二 島津　紀美 静岡 208 大須賀　久了 中野　みえ 愛知

191 青出　正男 青出　美津子 富山 211 澤田　繁 桂下　典美 富山

193 小川　克彦 岩井　栄 愛知 213 田中　寛 加藤　真理子 愛知

194 渡辺　利政 林　明子 岐阜 214 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井

195 辻川　繁 細江　瞳 福井 217 和田　敏信 和田　美起子 愛知

197 牧野　勝彦 牧野　敬子 愛知 220 小形　完治 斉藤　里美 福井

199 近田　敏弘 近田　弘子 愛知 290 柴田　年男 横田　絹代 愛知

200 田中　忠雄 丸山　ミエ 愛知 296 森下　泉 松野　かよ子 愛知

ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･ｵｰﾌﾟﾝ　４種目 ＷＴＦＱ

140 古澤　誠 緑谷　朱三江 愛知 210 服部　篤志 高木　多依 愛知

177 橋本　毅 長坂　幸枝 愛知 219 東郷　輝雄 広田　喜代美 石川

188 西浦　稔 進地　明美 石川 274 平松　成文 原　映子 愛知

196 金子　健一 南　清美 愛知 292 井上　雅幹 井上　啓子 愛知

201 市澤　隆 市澤　暁美 富山 298 中泉　長 有沢　真委 石川

ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｂ級　Ｔ・Ｆ

173 小幡　宏雄 中野　美代子 愛知 206 森　優光 松本　謡子 石川

175 安藤　利夫 熊谷　もとみ 愛知 208 大須賀　久了 中野　みえ 愛知

178 中村　聘二 島津　紀美 静岡 211 澤田　繁 桂下　典美 富山

180 長江　誠 鹿野　久恵 愛知 213 田中　寛 加藤　真理子 愛知

190 斉藤　京司 斉藤　桂子 福井 214 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井

191 青出　正男 青出　美津子 富山 216 中村　脩 中村　睦子 石川

193 小川　克彦 岩井　栄 愛知 217 和田　敏信 和田　美起子 愛知

194 渡辺　利政 林　明子 岐阜 220 小形　完治 斉藤　里美 福井

195 辻川　繁 細江　瞳 福井 290 柴田　年男 横田　絹代 愛知

197 牧野　勝彦 牧野　敬子 愛知 293 坂口　誠 福島　美好 富山

199 近田　敏弘 近田　弘子 愛知 294 細井　良昌 細井　淳子 愛知

200 田中　忠雄 丸山　ミエ 愛知 296 森下　泉 松野　かよ子 愛知

203 東　光一 上田　紀子 石川 298 中泉　長 有沢　真委 石川

205 小関　憲三 加藤　幸子 岐阜 299 木村　登 伊藤　めぐみ 岐阜



ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｃ級　Ｗ

174 増田　貞夫 上北　道代 愛知 198 尾村　豊安 松沢　美智子 富山

176 高橋　善行 中谷　奈里子 富山 202 岩出　貞男 内立輪　ひとみ三重

179 八幡　省治 西出　佐智子 石川 204 高松　俊夫 上野　まり子 富山

189 西湖　忠史 大多　ふみ 富山 207 吉野　実 吉野　香葉 富山

192 榊原　要一 榊原　宏子 愛知 209 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知

ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｃ級　Ｆ

174 増田　貞夫 上北　道代 愛知 202 岩出　貞男 内立輪　ひとみ三重

179 八幡　省治 西出　佐智子 石川 207 吉野　実 吉野　香葉 富山

192 榊原　要一 榊原　宏子 愛知 209 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知

198 尾村　豊安 松沢　美智子 富山

ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｄ級　Ｗ

176 高橋　善行 中谷　奈里子 富山 215 天井　志朗 中橋　貢三子 石川

189 西湖　忠史 大多　ふみ 富山 218 高木　進 伊藤　靖子 愛知

204 高松　俊夫 上野　まり子 富山 291 土倉　章夫 水野　澄子 富山

212 中嶋　隆行 山口　菊江 愛知 295 高宮　継治 池田　悦子 愛知

ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｄ級　Ｔ

176 高橋　善行 中谷　奈里子 富山 215 天井　志朗 中橋　貢三子 石川

189 西湖　忠史 大多　ふみ 富山 218 高木　進 伊藤　靖子 愛知

204 高松　俊夫 上野　まり子 富山 291 土倉　章夫 水野　澄子 富山

212 中嶋　隆行 山口　菊江 愛知 295 高宮　継治 池田　悦子 愛知

ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｂ級　Ｒ・Ｐ

140 古澤　誠 緑谷　朱三江 愛知 207 吉野　実 吉野　香葉 富山

180 長江　誠 鹿野　久恵 愛知 292 井上　雅幹 井上　啓子 愛知

188 西浦　稔 進地　明美 石川 293 坂口　誠 福島　美好 富山

190 斉藤　京司 斉藤　桂子 福井 294 細井　良昌 細井　淳子 愛知

205 小関　憲三 加藤　幸子 岐阜

ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｃ級　Ｓ

199 近田　敏弘 近田　弘子 愛知 213 田中　寛 加藤　真理子 愛知

202 岩出　貞男 内立輪　ひとみ三重 216 中村　脩 中村　睦子 石川

208 大須賀　久了 中野　みえ 愛知 290 柴田　年男 横田　絹代 愛知

209 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知



ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｃ級　Ｒ

199 近田　敏弘 近田　弘子 愛知 213 田中　寛 加藤　真理子 愛知

202 岩出　貞男 内立輪　ひとみ三重 216 中村　脩 中村　睦子 石川

208 大須賀　久了 中野　みえ 愛知 290 柴田　年男 横田　絹代 愛知

209 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知

ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｄ級　Ｃ

218 高木　進 伊藤　靖子 愛知 295 高宮　継治 池田　悦子 愛知

ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｄ級　Ｒ

218 高木　進 伊藤　靖子 愛知 295 高宮　継治 池田　悦子 愛知

ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･ﾉｰﾋﾞｽ級　Ｒ

214 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井 297 石出　浩之 小森　菜々美 富山


