
ｱﾏﾁｭｱ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･ｵｰﾌﾟﾝ ４種目　Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ

117 石田　直 石田　陽子 石川 133 田中　浩三 平松　重子 富山

120 井上　雅幹 井上　啓子 愛知 136 湊　博志 近藤　綾子 愛知

121 戸田　光志 戸田　ひろ子 愛知 160 岡田　浩之 岡田　やす江 愛知

131 草本　和馬 草本　洋子 愛知

ｱﾏﾁｭｱ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｂ級　Ｗ・Ｔ

112 三村　三喜男 三村　政江 愛知 129 早苗　哲也 渡辺　郁子 富山

114 丹野　吉道 丹野　いづみ 愛知 130 水谷　温 小木曽　多恵子 愛知

115 光岡　和男 近藤　てるよ 愛知 138 市澤　隆 市澤　暁美 富山

116 阿部　正三 阿部　里美 愛知 139 近藤　貞司 近藤　知子 三重

117 石田　直 石田　陽子 石川 140 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井

119 高井　真人 林　いずみ 富山 161 吉田　茂 酒井　美早子 岐阜

122 木村　登 伊藤　めぐみ 岐阜 163 細澤　俊博 細田　あやの 愛知

126 有賀　義隆 国枝　敬子 岐阜 164 須藤　進 小林　椿 三重

128 佐藤　寛 小西　ゆり子 愛知

ｱﾏﾁｭｱ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｃ級　Ｗ

118 石原　繁幸 石原　節江 愛知 134 岩出　貞男 内立輪　ひとみ 三重

124 加藤　大喜 小森　菜々美 富山 135 伊藤　成輝 葛原　ゆき子 三重

127 平井　康夫 米津　由里 愛知 162 野々山　史男 野々山　千世代 愛知

132 遠山　則行 遠山　貴子 愛知 165 東　光一 上田　紀子 石川

ｱﾏﾁｭｱ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｃ級　Ｆ

118 石原　繁幸 石原　節江 愛知 134 岩出　貞男 内立輪　ひとみ 三重

124 加藤　大喜 小森　菜々美 富山 135 伊藤　成輝 葛原　ゆき子 三重

127 平井　康夫 米津　由里 愛知 140 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井

132 遠山　則行 遠山　貴子 愛知 165 東　光一 上田　紀子 石川

ｱﾏﾁｭｱ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｄ級　Ｗ

123 寺西　雄三 寺西　ひとみ 愛知 162 野々山　史男 野々山　千世代 愛知



ｱﾏﾁｭｱ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･Ｄ級　Ｔ

123 寺西　雄三 寺西　ひとみ 愛知 162 野々山　史男 野々山　千世代 愛知

ｱﾏﾁｭｱ･ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱ･Ａ級　Ｗ・Ｆ

113 増原　尚 増原　理惠子 愛知 131 草本　和馬 草本　洋子 愛知

120 井上　雅幹 井上　啓子 愛知 137 各務　均 各務　登代子 岐阜

121 戸田　光志 戸田　ひろ子 愛知 160 岡田　浩之 岡田　やす江 愛知

125 平松　成文 原　映子 愛知

ｱﾏﾁｭｱ･ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱ･Ｂ級　Ｗ・Ｔ

112 三村　三喜男 三村　政江 愛知 138 市澤　隆 市澤　暁美 富山

114 丹野　吉道 丹野　いづみ 愛知 140 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井

122 木村　登 伊藤　めぐみ 岐阜 161 吉田　茂 酒井　美早子 岐阜

129 早苗　哲也 渡辺　郁子 富山 163 細澤　俊博 細田　あやの 愛知

130 水谷　温 小木曽　多恵子 愛知 164 須藤　進 小林　椿 三重

ｱﾏﾁｭｱ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ･Ｂ級　Ｗ

112 三村　三喜男 三村　政江 愛知 132 遠山　則行 遠山　貴子 愛知

116 阿部　正三 阿部　里美 愛知 135 伊藤　成輝 葛原　ゆき子 三重

126 有賀　義隆 国枝　敬子 岐阜 139 近藤　貞司 近藤　知子 三重

128 佐藤　寛 小西　ゆり子 愛知 161 吉田　茂 酒井　美早子 岐阜

129 早苗　哲也 渡辺　郁子 富山 163 細澤　俊博 細田　あやの 愛知

130 水谷　温 小木曽　多恵子 愛知

ｱﾏﾁｭｱ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ･Ｂ級　Ｃ・Ｓ

115 光岡　和男 近藤　てるよ 愛知 134 岩出　貞男 内立輪　ひとみ 三重

117 石田　直 石田　陽子 石川 160 岡田　浩之 岡田　やす江 愛知

121 戸田　光志 戸田　ひろ子 愛知



ｱﾏﾁｭｱ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ･Ｃ級　Ｓ

116 阿部　正三 阿部　里美 愛知 128 佐藤　寛 小西　ゆり子 愛知

124 加藤　大喜 小森　菜々美 富山

ｱﾏﾁｭｱ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ･Ｃ級　Ｒ

116 阿部　正三 阿部　里美 愛知 128 佐藤　寛 小西　ゆり子 愛知

ｱﾏﾁｭｱ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ･Ｄ級　Ｃ

123 寺西　雄三 寺西　ひとみ 愛知 124 加藤　大喜 小森　菜々美 富山

ｱﾏﾁｭｱ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ･Ｄ級　Ｒ

123 寺西　雄三 寺西　ひとみ 愛知 163 細澤　俊博 細田　あやの 愛知

124 加藤　大喜 小森　菜々美 富山

ｱﾏﾁｭｱ･ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱ･Ｂ級　Ｃ・Ｒ

118 石原　繁幸 石原　節江 愛知 160 岡田　浩之 岡田　やす江 愛知


