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 男 子 女 子 

30 歳以上 

 市川  新子 

酒井  咲絵 

三原  知子 

木村  唯菜 

35 歳以上 桂   秀典  

40 歳以上 
磯貝 謙太郎 百丸  恭子 

真田  範子 

45 歳以上 岡田  耕作 中林  明子 

50 歳以上 
松原  伸幸 

岡本  哲哉 

 

55 歳以上 塩澤  源市  

60 歳以上 
加藤  元久 

齋藤  敏和 

水野  良子 

門間 由美子 

65 歳以上 
上前  茂人 

武田  正雄 

武田  京子 

70 歳以上 

（武田  正雄） 

荒井  和夫 

園部  繁夫 

筒井  公夫 

戸田  眞澄 

田中  京子 

75 歳以上 
川瀬 信治 

鈴木 勝美 

山本 しず子 

菱田  和枝 

80 歳以上 山本  敏夫  
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MS 武田 拓也 豊田合成 

MS 田中 一樹 Tsutsumi 

MS 松本 康平 ジェイテクト 

MS 田中 佑貴 ジェイテクト 

MS 野田 悠斗 ジェイテクト 

MS 海老澤 年幾 トヨタ自動車 

MS 谷口 諒真 トヨタ自動車 

MS 寺井 彪真 トヨタ自動車 

MS 若林 由亮 トヨタ自動車 

MS 宮城 恒太朗 トヨタ自動車 

MS 夏目 朱里 トヨタ自動車 

MS 森田 慎司 大同特殊鋼 

MS 成富 勇太 大同特殊鋼 

MS 曽根 雄太 大同特殊鋼 

MS 近藤 拓未 大同特殊鋼 

MS 神谷 一志 BS MORITA 

MS 本田 英大 BS MORITA 

MS 稲光 勇太 日本製鉄名古屋 

MS 篠原 大樹 日本製鉄名古屋 

MS 清水 智彦 豊田通商 

MS 西野 勝志 東海興業 

MS 松本 アキラ 東海興業 

MS 北村 元人 東海興業 

MS 城川 真輝 東海興業 

MS 砂子 甲斐斗 フレスカ 

MS 小笠 良真 ＣＨＵＢＵ ＢＣ 

MS 小坂 彰斗 愛知製鋼 

MS 井戸 寛也 愛知製鋼 

WS 関矢 夕芽 トヨタ自動車 

WS 犬飼 萌々香 トヨタ自動車 

WS 石井 梨紗 豊田通商 

WS 蘭 沙也可 豊田通商 

WS 海老澤 花 東海興業 

WS 関矢 芽紅 東海興業 

WS 肥田木 あかり 東海興業 

WS 岸本 ひなた 東海興業 

MD 下釜 和貴 AISIN AW 

MD 宇佐美 笑 AISIN AW 

MD 市川 和洋 ジェイテクト 

MD 馬屋原 大樹 ジェイテクト 

MD 小林 晃 ジェイテクト 

MD 宮嶋 航太郎 ジェイテクト 

MD 権藤 公平 ジェイテクト 

MD 松村 健太 ジェイテクト 

MD 北林 悠 ジェイテクト 

MD 平田 典靖 ジェイテクト 

MD 可児 駿弥 トヨタ自動車 

MD 鈴木 康宏 トヨタ自動車 

MD 成田 大誠 トヨタ自動車 

MD 田村 汰稀 トヨタ自動車 

MD 近藤 勇人 トヨタ自動車 

MD 小坂 優也 トヨタ自動車 

MD 伏屋 伸昭 豊田自動織機 

MD 大口 達也 豊田自動織機 

MD 窪田 侑生 豊田自動織機 

MD 松村 純哉 豊田自動織機 

MD 大関 修平 大同特殊鋼 

MD 酒井 健登 大同特殊鋼 

MD 末松 純 SMAGAN 

MD 貞方 智輝 VENICTIE BOYS 

MD 田口 智也 NOT-SOY 

MD 海老原 将人 デンソー西尾 

MD 北里 元輝 豊田通商 

MD 吉村 徳仁 豊田通商 

MD 福家 匠麻 豊田通商 

MD 峰 将大 豊田通商 

MD 髙橋 佑典 豊田通商 

MD 大谷 唯斗 豊田通商 

MD 牛田 泰地 フライト 

MD 寺田 光宏 SMAGAN 

MD 森井 大士 個人登録 

MD 近藤 克樹 個人登録 

MD 森田 浩平 東海興業 

MD 小川 桂汰 東海興業 

MD 嘉村 昌俊 東海興業 

MD 真川 嵩平 東海興業 

MD 田口 啓明 紫電会 

MD 近藤 峻矢 G.ｓpank 

MD 谷川 隼也 SMAGAN 

MD 荷川取 天 Rise BC 

MD 鈴木 陵麻 はりーあっぷ 

MD 深尾 淳 はりーあっぷ 

MD 角田 英之 岩倉パラレル 

MD 小倉 柾貴 愛知製鋼 

WD 大迫 愛弓 豊田合成 

WD 諸田 萌 豊田合成 

WD 川瀬 美優 豊田合成 

WD 大迫 美來 豊田合成 

WD 水野 裕加 豊田合成 

WD 岸田 なつみ 豊田合成 

WD 渡瀬 千尋 トヨタ自動車 

WD 中島 萌絵 トヨタ自動車 

WD 西尾 千空 豊田通商 

WD 梶田 知沙 豊田通商 

XD 工藤 宗明 G.Spank 

XD 伊藤 舞衣 SMAGAN 

XD 家垣 昂佑 ＣＨＵＢＵ ＢＣ 

XD 安藤 悠花 岩倉パラレル 

30MS 脇野 陽 DAIMON 

30MS 見置 和也 KOKACARE 

30MS 甲斐 圭太 デンソーA 

30MS 加藤 俊弘 豊田自動織機 

30MS 宮崎 翔 鮭王 

30MS 森 直樹 はりーあっぷ 

30MS 中口 竜郎 はりーあっぷ 

30MS 中西 雄希 はりーあっぷ 

30MS 佐藤 諒達 愛知製鋼 

30MS 水野 博貴 黄金クラブ 

30MS 荒川 駿介 黄金クラブ 

30MS 杉本 真一 東海クラブ 

30MD 木村 雄一朗 ジェイテクト 

30MD 和田 周 ジェイテクト 

30MD 桂 秀典 豊田自動織機 

30MD 福本 尚太 豊田自動織機 

30MD 竹上 功起 豊田自動織機 

30MD 石野 尊拡 豊田自動織機 

30MD 千葉 俊輔 ＲＳノナカ 

30MD 中尾 一貴 TAIYU 

30MD 仲川 俊也 岩倉パラレル 

30MD 奥野 静修 RISE.BC 

30MD 三觜 大夢 岩倉パラレル 

30MD 立木 友裕 岩倉パラレル 

30MD 竹内 裕詞 鮭王 



30MD 林 朋寿 鮭王 

30MD 井上 聖悟 スペースシャトル 

30MD 藤川 拓也 WISTARIA 

30MD 浅野 新也 はりーあっぷ 

30MD 村松 将豪 はりーあっぷ 

30MD 大橋 純 東海クラブ 

30MD 林 洋平 黄金クラブ 

30MD 荒川 徹 Ｂ－ｃｒｅｗ 

30MD 天野 宏紀 東海クラブ 

30WS 竹内 優子 KOKACARE 

30WS 海野  優依乃 G.spank 

30WS 花堂 季子 横須賀クラブ 

30WD 野村 さやか Tsutsumi 

30WD 大草 結花 Tsutsumi 

30WD 高井 亜季代 岡崎フェニックス 

30WD 百丸 恭子 名古屋徳川 

30WD 酒井 咲絵 豊田自動織機 

30WD 木村 唯菜 豊田自動織機 

30WD 東 美鈴 Oh my gut 

30WD 濵野絵美  Oh my gut 

30XD 大岩 守道 Bud Bud 

30XD 新實 裕子 +@ 

30XD 佐藤 大樹 Oh my gut 

30XD 佐藤 瞳 Oh my gut 

30XD 中村 めぐみ ＷＩＳＴＡＲＩＡ 

30XD 上川原 祥 愛知製鋼 

35MS 渡壁 和也 豊田合成 

35MS 山田哲也 DAIMON 

35MS 加島 慎也 中川シャトル 

35MS 森永 真基 デンソーB 

35MS 長尾 亮佑 Rise BC 

35MS 篠原 義久 NOT-SOY 

35MS 木村 真惇 佐布里 

35MS 工藤 邦晶 佐布里 

35MS 山口真誉 SETOMINTON 

35MS 山脇 克泰 ハネツキ会 

35MS 山本 良哉 Bud Bud 

35MS 小坂井 智章 ＳＧα 

35MS 野名 拓也 東海郵政 

35MS 立松 幹浩 東海クラブ 

35MD 岡 祐介 Rise BC 

35MD 川口 拓史 Rise BC 

35MD 古里 崇志 BS MORITA 

35MD 中野 裕生 CHUBU BC 

35MD 磯貝謙太郎 RHBT 

35MD 花井 謙吉 紫電会 

35MD 角田 浩二 貴船ＢＣ 

35MD 安藤 友則 貴船ＢＣ 

35WS 山本 宏美 DANDE LION 

35WS 源口 さやか ウィスタリア 

35WD 山田 望 フレスカ 

35WD 上田 幸 中川シャトル 

35WD 仙田 沙織 Oh ｍｙ gut 

35WD 服部 由佳 風林火山 

35WD 町田 美帆 Rise BC 

35WD 石井 真喜 Bud Bud 

35WD 加藤 由希子 Oh my gut 

35WD 田中 紗弥香 Oh my gut 

35WD 國田 佳子 Oh my gut 

35WD 前田 久美子 Tsutsumi 

35XD 赤木 一考 Bud Bud 

35XD 山台 まみ Tsutsumi 

35XD 鶴田 久幸 三好 

35XD 鈴木 千里 三好 

40MS 清水和信 愛知県庁 

40MS 諏訪 法男 BUTCHERS 

40MS 阿久津 博將 個人登録 

40MS 佐藤 慎雄 RHBT 

40MS 木村 和寛 佐布里 

40MS 長利 峰男 佐布里 

40MS 千葉 誠 DANDE LION 

40MS 山﨑 大 ハネツキ会 

40MS 三ツ石 治 横須賀クラブ 

40MS 遠藤 博史 Oh my gut 

40MS 玉木 利弥 グリーンクラブ 

40MS 成富 伸也 愛知製鋼 

40MS 加藤 真 南バドミントン 

40MS 堀井 昭孝 振甫クラブ 

40MD 濱本 昌也 SMAGAN 

40MD 北川 剛 RHBT 

40MD 伊藤 峰人 横須賀クラブ 

40MD 西脇 康彦 グリーンクラブ 

40MD 堀田 剛 岩倉パラレル 

40MD 大橋 陽平 FEATHER FLOCK 

40MD 大脇 源成 パナギアシステムズ 

40MD 久保 美尚 個人登録 

40MD 下島 直樹 フレスカ 

40MD 佐藤 伸郎 フレスカ 

40MD 鈴木 敦也 Oh my gut 

40MD 篠原 彰 グリーンクラブ 

40MD 中島 正人 貴船ＢＣ 

40MD 竹内 栄作 貴船ＢＣ 

40WS 渡邊 仁美 RHBT 

40WS 鈴木 理子 個人登録 

40WD 西垣 恵子 名古屋あすなろ 

40WD 菱田 由貴子 名古屋あすなろ 

40WD 小佐々 美千代 Tsutsumi 

40WD 田中 江理子 Tsutsumi 

40WD 澤木 亜希子 岡崎フェニックス 

40WD 宮島 佳美 岡崎フェニックス 

40WD 真田 範子 G.spank 

40WD 外山 真理子 横須賀クラブ 

40WD 森 亜由美 RHBT 

40WD 山口 カオリ 横須賀クラブ 

40WD 深谷 雅代 フレスカ 

40WD 足立 理恵 ぽっぷこーん 

40XD 中村 穣 シャトルメイツ 

40XD 中村 寛子 シャトルメイツ 

40XD 横井  洋也州 Mille-Feuille 

40XD 中川  和美 Mille-Feuille 

40XD 石原 康二 Bud Bud 

40XD 松村 孔美 瑞穂クラブ 

40XD 源口 哲史 紫電会 

40XD 尾上 千里 個人登録 

45MS 前出 進一 豊田合成 

45MS 野口 忍 豊田自動織機 

45MS 安井 憲司 ATOM 

45MS 中根 竜也 BS MORITA 

45MS 野村 憲康 BS MORITA 

45MS 小島 知之 DANDE LION 

45MS 菊池 幸司 横須賀クラブ 

45MS 百丸 祐輝 WISTARIA 

45MS 青木 伸也 東海興業 

45MD 生田 純也 中川シャトル 

45MD 柳田 順一 ATOM 

45MD 大塚 英一 シャトルまかせ 

45MD 加藤 貴人 呉越同舟 

45MD 古田 圭三 風林火山 



45MD 大浦 直人 Rounins 

45MD 佐藤 崇裕 豊田自動織機 

45MD 小林 誠 豊田自動織機 

45MD 田中 桂介 JUPITER 

45MD 平林 哲也 RS ノナカ 

45MD 梶野 博規 横須賀クラブ 

45MD 森 友隆 ブッチャーズ 

45MD 久木田  佳裕 Mille-Feuille 

45MD 長瀬  寿一 風林火山 

45MD 小原 隆義 WISTARIA 

45MD 市川 信義 SMAGAN 

45MD 小川 一学 パナギアシステムズ 

45MD 丹羽 朋広 パナギアシステムズ 

45MD 豊浦 展旨 羽根人 

45MD 深谷 麻里夫 東海クラブ 

45MD 清水 孝一 JumSma 

45MD 小川 直哉 ひいらぎ 

45MD 佐藤 雅史 ＲＳノナカ 

45MD 清水 誠司 振甫クラブ 

45WD 三浦 とし子 知立レディース 

45WD 木下 伸子 知立レディース 

45WD 河合 千織 JUPITER 

45WD 佐藤 三葉 MOKUREN 

45WD 垣見 妙香 BUTCHERS 

45WD 斎藤 まどか BUTCHERS 

45WD 加納 千都世 岡崎フェニックス 

45WD 野田 美奈子 岡崎フェニックス 

45WD 渡辺 愛 岡崎フェニックス 

45WD 市川 冬美 岡崎フェニックス 

45WD 大槻美紀 安城レディ－ス 

45WD 柏﨑理恵 安城レディ－ス 

45WD 齋藤忍 小牧 

45WD 西塚里実 小牧 

45WD 大野順子 小牧 

45WD 長谷川美恵 小牧 

45WD 鈴木いづみ 小牧 

45WD 星恵美 江南 

45WD 清水 真実 振甫クラブ 

45WD 松永 里美 中川シャトル 

45WD 梶田 恭子 RHBT 

45WD 山森 希実 シャトルメイツ 

45WD 阿久津 直美 個人登録 

45WD 高倉 あゆみ RHBT 

45WD 梶野 泉 JUPITER 

45WD 濱田 明日香 三好クラブ 

45WD 栄 一乃 ＯＫＡＺＡＫＩ ＢＣ 

45WD 森下 由記子 ＯＫＡＺＡＫＩ ＢＣ 

45WD 篠原  里美 Mille-Feuille 

45WD 鈴木  須光代 Mille-Feuille 

45XD 方波見 武史 岐大 BC 

45XD 平岡 いづみ MOKUREN 

45XD 中村 俊則 シャトルメイツ 

45XD 北村 清美 名古屋わかしゃち 

45XD 田中 均 貴船 BC 

45XD 平下 ゆう子 貴船 BC 

45XD 稲向 重己 振甫クラブ 

45XD 吉田 朋子 振甫クラブ 

50MS 三輪 幸司 豊田合成 

50MS 松尾 廣喜 中川シャトル 

50MS 横江 賢 呉越同舟 

50MS 宇佐見 達也 東海シャトルズ 

50MS 中島 信頼  個人登録 

50MS 森 大二 瑞穂クラブ 

50MS 西山 智彦 シャトルまかせ 

50MS 定月 泰道 三菱重工名古屋 

50MS 上野 敏弘 三好 

50MS 永田 一郎 Oh my gut 

50MS 金子 豊治 羽根人 

50MS 市川 清伸 JumSma 

50MS 角藤 利明 JumSma 

50MD 岩田頼茂 ＲＳ MORITA 

50MD 越山 剛 DAIMON 

50MD 古川 拓幸 中川シャトル 

50MD 黒住 渉 三好 BC 

50MD 稲垣 計規 SETOMINTON 

50MD 稲垣 亨 呉越同舟 

50MD 梅村敦司 愛三工業 A 

50MD 岸本晃 デンソーC 

50MD 梶田 秀明 紫電会 

50MD 藤野 洋和 RHBT 

50MD 盛林 稚多雄 東海郵政 

50MD 鯉江 信明 MUSCLE CLUB 

50MD 牧本 学 MUSCLE CLUB 

50MD 中村 竜二 MUSCLE CLUB 

50MD 長井 孝史 三菱重工名古屋 

50MD 関 輔 三菱自動車岡崎 

50MD 廣田  一 Mille-Feuille 

50MD 杉山 誓英 ブッチャーズ 

50MD 仲保 和彦 NANZAN 

50MD 若井 泉    NANZAN 

50WS 渡辺  洋子 岡崎フェニックス 

50WS 水野恵以子 SETOMINTON 

50WS 近藤 志津 Ｌｅａｄｅｒｓ 

50WD 柿澤 和美 蟹江レディース 

50WD 宮地 美和子 大口レディース 

50WD 森岡 明美 刈谷レディース 

50WD 酒井 好美 MOKUREN 

50WD 細野 一栄 名古屋わかしゃち 

50WD 安井 明美 名古屋あすなろ 

50WD 山根 洋子 中川シャトル 

50WD 松永 周子 貴船 BC 

50WD 石田 智津子 名古屋わかしゃち 

50WD 佐野 里美 BUTCHERS 

50WD 杉田 百合子 岡崎フェニックス 

50WD 古川 美紀 岡崎フェニックス 

50WD 伊藤 智美 ＭＴＢ 

50WD 澤木 美恵子 ＭＴＢ 

50WD 上田正子 小牧 

50WD 加藤悦子 小牧 

50WD 小野葉子 小牧 

50WD 徳山順子 小牧 

50WD 冨田 佳美 RHBT 

50WD 玉木 小百合 RHBT 

50WD 市野 寿子 JUPITER 

50WD 小池 由紀子 個人登録 

50WD 廣田 京子 JUPITER 

50WD 廉野 裕美 JUPITER 

50WD 竹内佳代子 B-crew 

50WD 谷口智子 ぽっぷこーん 

50WD 高田 美和 三好 

50WD 野々山 千恵子 三好 

50WD 大津 順子 Cuckoo 愛知 

50WD 中林 明子 Cuckoo 愛知 

50XD 福田 陽一 ＷＥＳＴ ＷＩＮＧ 

50XD 渋谷 志お里 名古屋名城 

50XD 前田 博 WESTEING 

50XD 原田 志保 名古屋わかしゃち 

50XD 武智 清治 風林火山 



50XD 今枝 理恵 一宮レディース 

50XD 野田 昌明 貴船 BC 

50XD 野田 実雪 貴船 BC 

55MS 森本 順 名北 

55MS 土井 浩司 Tsutsumi 

55MS 森田 英樹 中部電力 

55MS 伊藤 勝之 個人登録 

55MS 村田 高人 シャトルまかせ 

55MS 大塚 政典 Cuckoo 愛知 

55MS 校條 和久 東海クラブ 

55MD 船木勝正 DAIMON 

55MD 成瀬達吉 DAIMON 

55MD 伏屋一郎 DAIMON 

55MD 長田秀孝 DAIMON 

55MD 浜崎 久義 AISIN AW 

55MD 峯田 和幸 AISIN AW 

55MD 佐野 章 BUTCHERS 

55MD 鈴木  昌雄 SETOMINTON 

55MD 北村裕幸 豊田通商 

55MD 細 智映 豊田通商 

55MD 吉田 好克 横須賀クラブ 

55MD 豊永 清孝 横須賀クラブ 

55MD 冨田 俊二 紫電会 

55MD 石井 祐二 ジェイテクト 

55MD 松原 伸幸 貴船 BC 

55MD 岡本 哲哉 フライト 

55MD 水野 善仁 東海クラブ 

55MD 中川 浩一 ＮＡＮＺＡＮクラブ 

55WD 田中 伸美 津島レディース 

55WD 垣見 ひろみ 津島レディース 

55WD 粟野 千津子 名古屋あすなろ 

55WD 伊藤 綾子 MOKUREN 

55WD 錦野 圭子 稲沢 

55WD 浅野 みどり 稲沢 

55WD 安藤 志津子 Cuckoo 愛知 

55WD 竹内 ひろみ Cuckoo 愛知 

55XD 梶川 博之 Tsutsumi 

55XD 門間 由美子 豊田レディース 

55XD 鈴木 健二 BUTCHERS 

55XD 永井 裕子 BUTCHERS 

55XD 大河内 潔 BUTCHERS 

55XD 寳力 京子 B-CREW 

55XD 平田庸一 SETOMINTON 

55XD 加藤かおり SETOMINTON 

55XD 蒲池 明 デンソー 

55XD 齋藤 悦子 振甫クラブ 

60MS 米本勝如 DAIMON 

60MS 磯本 朝雄 Tsutsumi 

60MS 福井 邦芳 名港クラブ 

60MS 木村 美紀男 デンソーC 

60MS 塩澤  源市 個人登録 

60MS 中島秀夫 シャトルまかせ 

60MS 林 昭浩 スペースシャトル 

60MS 湯海鵬 個人登録 

60MS 細江 哲雄 振甫クラブ 

60MS 常包 泰樹 個人登録 

60MD 川原 雅治 名北 

60MD 佐々木 淳 名北 

60MD 斉藤 浩二 ヤングシルバー 

60MD 横野 公一 Tsutsumi 

60MD 岩渕 信司 豊田自動織機 

60MD 新田 正喜 BS モリタ 

60MD 齋藤 敏和 横須賀クラブ 

60MD 加藤 元久 中川シャトル 

60MD 浅野 勇 岩倉パラレル 

60MD 島田 千尋 貴船 BC 

60WD 加藤 典子 中川シャトル 

60WD 井口 勢津子 中川シャトル 

60WD 西川 福美 岡崎フェニックス 

60WD 井上 貴子 名古屋徳川 

60WD 水野良子 小牧 

60WD 杉本美佐子 名古屋あすなろ 

60WD 森本 千恵子 名古屋名城 

60WD 丸山 ひろみ 名古屋名城 

60WD 小串 和子 碧南レディース 

60WD 杉浦 雅子 碧南レディース 

60WD 三ツ石 るみ子 横須賀クラブ 

60WD 齋藤 敏恵 横須賀クラブ 

65MS 北川 利光 桜井ＢＣ 

65MS 城 保彦 桜井ＢＣ 

65MS 工藤 亨 名港クラブ 

65MS 橋村 義春 愛知製鋼 

65WD 長谷川 さつよ 豊田レディース 

65WD 武田 京子 刈谷レディース 

65WD 城 明美 BUTCHERS 

65WD 佐野 信子 BEARS 

65WD 村上啓子 小牧 

65WD 西本民子 春日井 

65WD 大島 美代子 BEARS 

65WD 鈴木 信子 三好 

70MS 青山伸幸 DAIMON 

70MS 加藤 敬 DAIMON 

70MS 荒井 和夫 桜井ＢＣ 

70MD 岸 邦晴 名北 

70MD 小林 文雄 フレスカ 

70MD 武田 正雄 個人登録 

70MD 近藤 一男 岩倉パラレル 

70MD 門野 浩治 NANZAN 

70MD 坂上 覚 東海シャトルズ 

70MD 大村 真司 WISTARIA 

70MD 西川 直治郎 ヤングシルバー 

 


