
[ 1] ｱﾏﾁｭｱ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ｵｰﾌﾟﾝ　５種目　ＷＴＶＦＱ

101 古澤　誠 緑谷　朱三江 愛知 242 服部　篤志 高木　多依 愛知

134 大澤　弘典 大澤　智子 東京 248 中村　功 高山　ひろ子 千葉

184 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井 253 山口　光信 吉田　美子 東京

222 田中　和之 田中　美穂 長野 259 林　伸男 林　民子 岐阜

238 西浦　稔 進地　明美 石川 267 中泉　長 有沢　真委 石川

[ 3] ｱﾏﾁｭｱ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･Ｂ級　Ｔ・Ｆ

105 出村　信幸 山下　保子 石川 242 服部　篤志 高木　多依 愛知

114 米谷　照良 柳川　生美 富山 245 古川　靖人 古川　瑠美 千葉

136 石川　克巳 丹羽　三千代 愛知 250 鈴木　啓修 鈴木　和香子 石川

152 安藤　利夫 熊谷　もとみ 愛知 254 倉知　登四男 倉知　幸 愛知

187 平松　成文 原　映子 愛知 260 辻川　繁 細江　ひとみ 福井

216 谷口　良人 庄田　節子 石川 268 日水　秀 碓井　尚子 富山

238 西浦　稔 進地　明美 石川

[ 5] ｱﾏﾁｭｱ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･Ｃ級　Ｗ

102 高松　俊夫 高松　久江 富山 226 長岡　行三 小川　香代 石川

111 林　巧 林　理恵 福井 234 山口　忠司 坂林　厚子 富山

118 小笠原　隆行 佐藤　良子 愛知 239 村上　茂郎 村上　明子 石川

137 清水　光夫 西田　春美 富山 244 服部　弘 服部　初枝 愛知

144 吉田　茂 飯田　真由美 岐阜 247 野田　康弘 野田　紀代美 富山

167 阿部　時夫 桜井　礼子 新潟 251 森　太喜夫 渡辺　郁子 石川

181 二村　安治 鈴木　久美子 愛知 255 池田　英世 杉山　京子 愛知

207 湊　剛 湊　憲子 富山 258 東　光一 上田　紀子 石川

216 谷口　良人 庄田　節子 石川 262 安藤　勇 西郷　勝子 愛知

[ 7] ｱﾏﾁｭｱ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･Ｃ級　Ｔ

102 高松　俊夫 高松　久江 富山 226 長岡　行三 小川　香代 石川

111 林　巧 林　理恵 福井 234 山口　忠司 坂林　厚子 富山

118 小笠原　隆行 佐藤　良子 愛知 239 村上　茂郎 村上　明子 石川

137 清水　光夫 西田　春美 富山 244 服部　弘 服部　初枝 愛知

144 吉田　茂 飯田　真由美 岐阜 247 野田　康弘 野田　紀代美 富山

167 阿部　時夫 桜井　礼子 新潟 251 森　太喜夫 渡辺　郁子 石川

181 二村　安治 鈴木　久美子 愛知 255 池田　英世 杉山　京子 愛知

207 湊　剛 湊　憲子 富山 258 東　光一 上田　紀子 石川

216 谷口　良人 庄田　節子 石川 262 安藤　勇 西郷　勝子 愛知



[ 9] ｱﾏﾁｭｱ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･Ｄ級　Ｔ

109 伊藤　道弘 安岡　かづ子 福井 252 岩出　貞男 内立輪　ひとみ 三重

195 中村　脩 中村　睦子 石川 256 久崎　義治 久崎　富美子 富山

211 市澤　隆 市澤　暁美 富山 257 込山　孝司 込山　絹子 滋賀

230 中瀬　正美 小浜　千賀子 三重 258 東　光一 上田　紀子 石川

235 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知 261 田中　忠雄 丸山　ミエ 愛知

236 坂口　誠 福島　美好 富山 264 澤田　繁 桂下　典美 富山

240 伴　俊徳 竹内　妙子 愛知 265 梅田　庄一 伊藤　清子 福井

243 亀谷　義明 田島　賢美 富山 266 川副　明次 川副　知雅子 愛知

246 西島　鋭実 高田　ゆき代 福井

[11] ｱﾏﾁｭｱ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･Ｄ級　Ｆ

109 伊藤　道弘 安岡　かづ子 福井 252 岩出　貞男 内立輪　ひとみ 三重

195 中村　脩 中村　睦子 石川 256 久崎　義治 久崎　富美子 富山

211 市澤　隆 市澤　暁美 富山 257 込山　孝司 込山　絹子 滋賀

230 中瀬　正美 小浜　千賀子 三重 258 東　光一 上田　紀子 石川

235 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知 261 田中　忠雄 丸山　ミエ 愛知

240 伴　俊徳 竹内　妙子 愛知 264 澤田　繁 桂下　典美 富山

246 西島　鋭実 高田　ゆき代 福井 266 川副　明次 川副　知雅子 愛知

[13] ｱﾏﾁｭｱ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･Ｎ級　Ｗ

209 山田　修身 石川　昌代 石川 241 伊藤　博幸 小林　佳恵 愛知

231 伊藤　積宏 伊藤　伸子 愛知 249 石橋　憲弘 桜井　順子 石川

237 天井　志朗 中橋　貢三子 石川

[15] ｱﾏﾁｭｱ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･Ｎ級　Ｔ

209 山田　修身 石川　昌代 石川 241 伊藤　博幸 小林　佳恵 愛知

231 伊藤　積宏 伊藤　伸子 愛知 249 石橋　憲弘 桜井　順子 石川

237 天井　志朗 中橋　貢三子 石川

[19] ｱﾏﾁｭｱ･ｼﾆｱ55Ｃ級･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　Ｗ

181 二村　安治 鈴木　久美子 愛知 226 長岡　行三 小川　香代 石川



[ 4] ｱﾏﾁｭｱ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ･Ｂ級　Ｃ・Ｒ

101 古澤　誠 緑谷　朱三江 愛知 250 鈴木　啓修 鈴木　和香子 石川

111 林　巧 林　理恵 福井 263 長谷川　総司 浜井　麗名 富山

[ 6] ｱﾏﾁｭｱ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ･Ｃ級　Ｓ

111 林　巧 林　理恵 福井 263 長谷川　総司 浜井　麗名 富山

136 石川　克巳 丹羽　三千代 愛知 267 中泉　長 有沢　真委 石川

250 鈴木　啓修 鈴木　和香子 石川

[ 8] ｱﾏﾁｭｱ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ･Ｃ級　Ｒ

111 林　巧 林　理恵 福井 263 長谷川　総司 浜井　麗名 富山

136 石川　克巳 丹羽　三千代 愛知 267 中泉　長 有沢　真委 石川

250 鈴木　啓修 鈴木　和香子 石川

[10] ｱﾏﾁｭｱ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ･Ｄ級　Ｃ

167 阿部　時夫 桜井　礼子 新潟 241 伊藤　博幸 小林　佳恵 愛知

235 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知 255 池田　英世 杉山　京子 愛知

236 坂口　誠 福島　美好 富山 267 中泉　長 有沢　真委 石川

240 伴　俊徳 竹内　妙子 愛知 268 日水　秀 碓井　尚子 富山

[12] ｱﾏﾁｭｱ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ･Ｄ級　Ｒ

167 阿部　時夫 桜井　礼子 新潟 241 伊藤　博幸 小林　佳恵 愛知

184 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井 255 池田　英世 杉山　京子 愛知

235 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知 267 中泉　長 有沢　真委 石川

236 坂口　誠 福島　美好 富山 268 日水　秀 碓井　尚子 富山

240 伴　俊徳 竹内　妙子 愛知

[14] ｱﾏﾁｭｱ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ･Ｎ級　Ｒ

195 中村　脩 中村　睦子 石川 243 亀谷　義明 田島　賢美 富山

226 長岡　行三 小川　香代 石川 265 梅田　庄一 伊藤　清子 福井

237 天井　志朗 中橋　貢三子 石川


