
ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ ｵｰﾌﾟﾝ　WTFQ
3 中泉　長 有沢　真委 石川 18 草間　隆志 草間　孝子 愛知
6 井上　雅幹 井上　啓子 愛知 19 橋本　毅 長坂　幸枝 愛知
8 市澤　隆 市澤　暁美 富山 26 古澤　誠 緑谷　朱三江 愛知
16 中村　聘二 島津　紀美 静岡

 ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ　Ｂ級 Ｔ・Ｆ
4 坂口　誠 福島　美好 富山 24 宇野　幸男 本田　久仁子 愛知
7 牧野　勝彦 牧野　敬子 愛知 29 近田　敏弘 近田　弘子 愛知
10 松村　清孝 小浜　千賀子 三重 31 中村　脩 中村　睦子 石川
11 大須賀　久了 中野　みえ 愛知 32 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井
12 服部　弘 服部　初枝 愛知 34 澤田　繁 桂下　典美 富山
14 石川　克己 丹羽　三千代 愛知 35 高橋　善行 中谷　奈里子 富山
20 田中　寛 加藤　真理子 愛知 36 小笠原　隆行 佐藤　良子 愛知
22 中島　正義 岡田　寿子 富山 37 東　光一 上田　紀子 石川
23 安藤　利夫 熊谷　もとみ 愛知 43 山内　成弘 中村　美すず 神奈川

ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ　Ｃ級　Ｗ
1 天井　志朗 中橋　貢三子 石川 27 榊原　要一 榊原　宏子 愛知
2 青出　正男 青出　美津子 富山 28 柴田　年男 横田　絹代 愛知
5 伊藤　義人 鈴木　久美子 愛知 30 三村　三喜男 三村政江 愛知
17 西湖　忠史 大多　ふみ 富山 33 尾村　豊安 松沢　美智子 富山
21 斎藤　京司 斉藤　桂子 福井 44 森本　徳広 梅村　保子 愛知

ｱﾏ・ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑＣ級　Ｆ
1 天井　志朗 中橋　貢三子 石川 27 榊原　要一 榊原　宏子 愛知
2 青出　正男 青出　美津子 富山 28 柴田　年男 横田　絹代 愛知
5 伊藤　義人 鈴木　久美子 愛知 30 三村　三喜男 三村政江 愛知
17 西湖　忠史 大多　ふみ 富山 33 尾村　豊安 松沢　美智子 富山
21 斎藤　京司 斉藤　桂子 福井 44 森本　徳広 梅村　保子 愛知

ｱﾏ･ ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ　Ｄ級  Ｗ
13 中嶋　隆行 山口　菊江 愛知 15 高宮　継治 池田　悦子 愛知

ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ Ｄ級　Ｔ
13 中嶋　隆行 山口　菊江 愛知 15 高宮　継治 池田　悦子 愛知

ｱﾏ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ・ﾉｰﾋﾞｽ級　Ｗ
9 石出　裕之 小森　菜々美 富山 40 清井　進一 川西　郁子 富山



 ｱﾏ･ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱA級　ＷＦ
3 中泉　長 有沢　真委 石川 19 橋本　毅 長坂　幸枝 愛知
6 井上　雅幹 井上　啓子 愛知 24 宇野　幸男 本田　久仁子 愛知
8 市澤　隆 市澤　暁美 富山 32 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井
16 中村　聘二 島津　紀美 静岡

ｱﾏ･ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱB級　ＷＴ
7 牧野　勝彦 牧野　敬子 愛知 24 宇野　幸男 本田　久仁子 愛知
10 松村　清孝 小浜　千賀子 三重 29 近田　敏弘 近田　弘子 愛知
11 大須賀　久了 中野　みえ 愛知 31 中村　脩 中村　睦子 石川
12 服部　弘 服部　初枝 愛知 32 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井
17 西湖　忠史 大多　ふみ 富山 34 澤田　繁 桂下　典美 富山
20 田中　寛 加藤　真理子 愛知 36 小笠原　隆行 佐藤　良子 愛知
22 中島　正義 岡田　寿子 富山 37 東　光一 上田　紀子 石川
23 安藤　利夫 熊谷　もとみ 愛知

 ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｂ級 Ｃ・Ｐ
4 坂口　誠 福島　美好 富山 11 大須賀　久了 中野　みえ 愛知
9 石出　裕之 小森　菜々美 富山 14 石川　克己 丹羽　三千代 愛知

ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｃ級　Ｓ
20 田中　寛 加藤　真理子 愛知 29 近田　敏弘 近田　弘子 愛知
21 斎藤　京司 斉藤　桂子 福井 30 三村　三喜男 三村政江 愛知
28 柴田　年男 横田　絹代 愛知

ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｃ級　Ｒ
20 田中　寛 加藤　真理子 愛知 29 近田　敏弘 近田　弘子 愛知
21 斎藤　京司 斉藤　桂子 福井 30 三村　三喜男 三村政江 愛知
28 柴田　年男 横田　絹代 愛知

 ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｄ級　Ｃ
15 高宮　継治 池田　悦子 愛知 32 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井

 ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｄ級　Ｒ
15 高宮　継治 池田　悦子 愛知 27 榊原　要一 榊原　宏子 愛知
25 高橋　錦司 北川　薫 石川 32 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井

 ｻｰｸﾙ級　Ｗ
38 井口　隆 福田　直美 富山 41 山下　俊一 浅野　宏美 富山
39 若林　茂 島田　真弓 富山 42 村木　満雄 寺林　幸子 富山
40 清井　進一 川西　郁子 富山

 ｻｰｸﾙ級　Ｒ
38 井口　隆 福田　直美 富山 41 山下　俊一 浅野　宏美 富山



40 清井　進一 川西　郁子 富山 42 村木　満雄 寺林　幸子 富山


