
ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･ｵｰﾌﾟﾝ ４種目 W.T.F.Q

150 安井　一史 安井　充子 愛知 233 中泉　長 有沢　真委 石川

154 橋本　毅 長坂　幸枝 愛知 236 古澤　誠 緑谷　朱三江 愛知

158 荒木　隆雄 荒木　けい子 愛知 238 平松　成文 原　映子 愛知

161 間宮　圓治 間宮　昌子 愛知 241 岡田　浩之 岡田　やす江 愛知

179 二宮　淳行 石黒　えみこ 愛知 242 金子　健一 南　清美 愛知

182 中村　聘二 島津　紀美 静岡 245 細井　良昌 細井　淳子 愛知

186 市澤　隆 市澤　暁美 富山 250 井上　雅幹 井上　啓子 愛知

 ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｂ級　ＴＦ

149 森下　泉 松野　かよ子 愛知 175 青出　正男 青出　美津子 富山

155 近田　敏弘 近田　弘子 愛知 176 服部　弘 服部　初枝 愛知

156 町野　好博 町野　初枝 岐阜 178 田中　寛 小山　順子 愛知

159 宇野　幸男 本田　久仁子 愛知 180 牧野　勝彦 牧野　敬子 愛知

160 東　光一 上田　紀子 石川 184 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井

163 木村　登 伊藤　めぐみ 岐阜 185 柴田　年男 横田　絹代 愛知

165 澤田　繁 桂下　典美 富山 231 小形　完治 斉藤　里見 福井

166 大須賀　久了 中野　みえ 愛知 234 山本　道雄 細田　あやの 愛知

168 三村　三喜男 三村　政江 愛知 237 和田　敏信 和田　美起子 愛知

170 安藤　利夫 熊谷　もとみ 愛知 239 坂口　誠 福島　美好 富山

171 戸田　光志 戸田　ひろ子 愛知 240 森瀬　恭年 森瀬　久子 愛知

173 小関　憲三 加藤　幸子 岐阜 247 鎌田　寛明 梅田　小夜 愛知

174 小川　克彦 岩井　栄 愛知

ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｃ級　Ｗ

147 西湖　忠史 大多　ふみ 富山 181 天井　志朗 中橋　貢三子 石川

148 石原　逸郎 石原　恵美子 愛知 232 加藤　賢治 福島　聖美 愛知

157 増田　貞夫 上北　道代 愛知 243 榊原　恒夫 水野　和子 愛知

162 岩出　貞男 内立輪　ひとみ 三重 244 渡辺　利政 林　明子 岐阜

167 榊原　要一 榊原　宏子 愛知 246 落合　和男 落合　ミドリ 愛知

169 尾村　豊安 松沢　美智子 富山 248 丹野　吉道 丹野　いづみ 愛知

172 伊藤　義人 鈴木　久美子 愛知

 ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｃ級　Ｔ

147 西湖　忠史 大多　ふみ 富山 232 加藤　賢治 福島　聖美 愛知

148 石原　逸郎 石原　恵美子 愛知 243 榊原　恒夫 水野　和子 愛知

157 増田　貞夫 上北　道代 愛知 244 渡辺　利政 林　明子 岐阜

162 岩出　貞男 内立輪　ひとみ 三重 246 落合　和男 落合　ミドリ 愛知

169 尾村　豊安 松沢　美智子 富山 248 丹野　吉道 丹野　いづみ 愛知

172 伊藤　義人 鈴木　久美子 愛知 249 遠山　則行 遠山　貴子 愛知

181 天井　志朗 中橋　貢三子 石川



151 高宮　継治 池田　悦子 愛知 164 高橋　錦司 北川　薫 石川

152 石出　浩之 小森　菜々美 富山 177 奥村　隆 浅井　花子 富山

153 寺西　雄三 寺西　ひとみ 愛知 183 中嶋　隆行 山口　菊江 岐阜

151 高宮　継治 池田　悦子 愛知 177 奥村　隆 浅井　花子 富山

153 寺西　雄三 寺西　ひとみ 愛知 183 中嶋　隆行 山口　菊江 岐阜

150 安井　一史 安井　充子 愛知 184 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井

154 橋本　毅 長坂　幸枝 愛知 186 市澤　隆 市澤　暁美 富山

156 町野　好博 町野　初枝 岐阜 231 小形　完治 斉藤　里見 福井

158 荒木　隆雄 荒木　けい子 愛知 233 中泉　長 有沢　真委 石川

159 宇野　幸男 本田　久仁子 愛知 234 山本　道雄 細田　あやの 愛知

161 間宮　圓治 間宮　昌子 愛知 241 岡田　浩之 岡田　やす江 愛知

168 三村　三喜男 三村　政江 愛知 242 金子　健一 南　清美 愛知

179 二宮　淳行 石黒　えみこ 愛知 245 細井　良昌 細井　淳子 愛知

182 中村　聘二 島津　紀美 静岡 247 鎌田　寛明 梅田　小夜 愛知

148 石原　逸郎 石原　恵美子 愛知 174 小川　克彦 岩井　栄 愛知

149 森下　泉 松野　かよ子 愛知 175 青出　正男 青出　美津子 富山

155 近田　敏弘 近田　弘子 愛知 176 服部　弘 服部　初枝 愛知

159 宇野　幸男 本田　久仁子 愛知 178 田中　寛 小山　順子 愛知

160 東　光一 上田　紀子 石川 180 牧野　勝彦 牧野　敬子 愛知

165 澤田　繁 桂下　典美 富山 185 柴田　年男 横田　絹代 愛知

168 三村　三喜男 三村　政江 愛知 234 山本　道雄 細田　あやの 愛知

170 安藤　利夫 熊谷　もとみ 愛知 237 和田　敏信 和田　美起子 愛知

171 戸田　光志 戸田　ひろ子 愛知 240 森瀬　恭年 森瀬　久子 愛知

173 小関　憲三 加藤　幸子 岐阜

 ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｄ級　Ｗ

 ｱﾏ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｄ級　Ｔ

ｱﾏ･ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱ･Ａ級　ＷＦ

ｱﾏ･ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱ･Ｂ級　ＷＴ



 ｱﾏ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝＢ級　ＳＲ

166 大須賀　久了 中野　みえ 愛知 236 古澤　誠 緑谷　朱三江 愛知

168 三村　三喜男 三村　政江 愛知 239 坂口　誠 福島　美好 富山

171 戸田　光志 戸田　ひろ子 愛知 241 岡田　浩之 岡田　やす江 愛知

173 小関　憲三 加藤　幸子 岐阜 250 井上　雅幹 井上　啓子 愛知

 ｱﾏ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝＣ級　Ｓ

162 岩出　貞男 内立輪　ひとみ 三重 185 柴田　年男 横田　絹代 愛知

164 高橋　錦司 北川　薫 石川 232 加藤　賢治 福島　聖美 愛知

178 田中　寛 小山　順子 愛知 234 山本　道雄 細田　あやの 愛知

184 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井

ｱﾏ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝＣ級　Ｒ

148 石原　逸郎 石原　恵美子 愛知 184 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井

162 岩出　貞男 内立輪　ひとみ 三重 185 柴田　年男 横田　絹代 愛知

164 高橋　錦司 北川　薫 石川 232 加藤　賢治 福島　聖美 愛知

178 田中　寛 小山　順子 愛知 234 山本　道雄 細田　あやの 愛知

151 高宮　継治 池田　悦子 愛知 243 榊原　恒夫 水野　和子 愛知

153 寺西　雄三 寺西　ひとみ 愛知 249 遠山　則行 遠山　貴子 愛知

151 高宮　継治 池田　悦子 愛知 243 榊原　恒夫 水野　和子 愛知

153 寺西　雄三 寺西　ひとみ 愛知 249 遠山　則行 遠山　貴子 愛知

235 濱田　秀則 濱田　由美子 富山

ｱﾏ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝＤ級　Ｃ

ｱﾏ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝＤ級　Ｒ


