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区分け ビブ 選手名 選手カナ 所属 タイム 順位

小中記録会K0女子 1 鈴木 優和 ｽｽﾞｷ ﾕﾅ 愛学協 75.59 1

小中記録会K0女子 2 棚橋 和奏 ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ イエティ 84.60 2

小中記録会K1女子 5 福島 幸歩 ﾌｸｼﾏ ｻﾁﾎ 明鏡ＳＣ 66.59 1

小中記録会K1女子 4 木村 夕日 ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 明鏡ＳＣ 69.03 2

小中記録会K1女子 3 横井 嶺花 ﾖｺｲ ﾊﾙｶ 明鏡ＳＣ DS

小中記録会中学女子 7 横井 彩葉 ﾖｺｲ ｲﾛﾊ 明鏡ＳＣ 72.08 1

小中記録会中学女子 6 西川 朱音 ﾆｼｶﾜ ｱｶﾈ リベルテ 83.73 2

小中記録会K0男子 8 澤田 藍雅 ｻﾜﾀﾞ ｱｲｶﾞ イエティ 85.16 1

小中記録会K1男子 9 加藤 進 ｶﾄｳ ｼﾝ イエティ 76.16 1

小中記録会K1男子 10 棚橋 勇斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ イエティ 91.00 2

小中記録会中学男子 12 村平 基織 ﾑﾗﾋﾗ ﾓﾄｵﾘ パドル 62.45 1

小中記録会中学男子 15 小嶋 健斗 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾄ グランパス 63.82 2

小中記録会中学男子 13 野尻 優太 ﾉｼﾞﾘ ﾕｳﾀ Ｄｏｉｎｇ 63.98 3

小中記録会中学男子 18 靭 征人 ﾕｷ ﾏｻﾄ パドル 65.13 4

小中記録会中学男子 11 牧野 寧樹 ﾏｷﾉ ﾈｰｼﾞｭ ＭＯＳＴ 72.13 5

小中記録会中学男子 14 奥村 篤朗 ｵｸﾑﾗ ｱﾂﾛｳ 明鏡ＳＣ 72.96 6

小中記録会中学男子 17 林 大祐 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ スノプラウ DF
小中記録会中学男子 16 矢野 翔太 ﾔﾉ ｼｮｳﾀ ＳＥＥＤ DS

マスターズ　女子60歳代 20 後藤 万由美 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕﾐ リベルテ 68.87 1

マスターズ　女子65歳代 19 筒井 ちづ子 ﾂﾂｲ ﾁﾂﾞｺ シニアＲＣ 77.27 2

マスターズ　女子55歳代 21 島田 久美 ｼﾏﾀﾞ ｸﾐ 岡崎 70.93 1

マスターズ　女子50歳代 23 三島 由美子 ﾐｼﾏ ﾕﾐｺ 豊田通商 79.25 1

マスターズ　女子50歳代 22 澤田 令子 ｻﾜﾀﾞ ﾚｲｺ カトウ 89.55 2

マスターズ　女子45歳代 24 坪井 香 ﾂﾎﾞｲ ｶｵﾘ カトウ 66.03 1

マスターズ　女子45歳代 26 西 和歌子 ﾆｼ ﾜｶｺ ＴＳブルー 67.60 2

マスターズ　女子45歳代 28 須藤 康子 ｽﾄﾞｳ ﾐﾁｺ リベルテ 67.65 3

マスターズ　女子45歳代 25 井上 真帆 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 中部愛知 74.07 4

マスターズ　女子45歳代 27 河合 恵子 ｶﾜｲ ｹｲｺ シニアＲＣ 82.07 5

マスターズ　女子35歳代 29 濱島 理恵子 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾘｴｺ 中京大ＳＲ 64.82 1

マスターズ　女子35歳代 30 難波 容子 ﾅﾝﾊﾞ ﾖｳｺ Ｄｏｉｎｇ 65.08 2

マスターズ　男子80歳代 31 池田 重芳 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞﾖｼ アポプレ 77.71 1

マスターズ　男子80歳代 32 伊藤 泰朗 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 一宮 DS
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マスターズ　男子75歳代 33 吉川 和男 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞｵ シニアＲＣ 78.36 1

マスターズ　男子75歳代 35 江崎 敏雄 ｴｻｷ ﾄｼｵ 一宮 82.16 2

マスターズ　男子75歳代 36 牧野 貞一 ﾏｷﾉ ﾃｲｲﾁ 王子製紙 82.23 3

マスターズ　男子75歳代 38 小川 覚 ｵｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 三菱自岡 84.29 4

マスターズ　男子75歳代 34 山田 正俊 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 豊田中研 89.93 5

マスターズ　男子75歳代 37 西山 圜 ﾆｼﾔﾏ ﾂﾌﾞﾗ 豊田中研 91.46 6

マスターズ　男子70歳代 47 三宅 博行 ﾐﾔｹ ﾋﾛﾕｷ とぼね 67.39 1

マスターズ　男子70歳代 49 菊池 幸彦 ｷｸﾁ ﾕｷﾋｺ がんば 68.32 2

マスターズ　男子70歳代 41 沖浦 克治 ｵｷｳﾗ ｶﾂｼﾞ ロンサム 71.57 3

マスターズ　男子70歳代 44 好井 栄市 ﾖｼｲ ｴｲｲﾁ シニアＲＣ 75.03 4

マスターズ　男子70歳代 50 嶋倉 範夫 ｼﾏｸﾗ ﾉﾘｵ トヨタ車体 76.89 5

マスターズ　男子70歳代 45 筒井 孝二 ﾂﾂｲ ｺｳｼﾞ シニアＲＣ 76.89 5

マスターズ　男子70歳代 39 小林 民一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾐｲﾁ トヨタ車体 79.39 7

マスターズ　男子70歳代 42 早川 徹 ﾊﾔｶﾜ ﾄｵﾙ Ｄｏｉｎｇ 82.55 8

マスターズ　男子70歳代 48 井伊 次衝 ｲｲ ﾂｸﾞｴｲ シニアＲＣ 83.01 9

マスターズ　男子70歳代 43 宮原 寛信 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 小牧 86.29 10

マスターズ　男子70歳代 40 森下 明典 ﾓﾘｼﾀ ｱｷﾉﾘ シニアＲＣ 90.48 11

マスターズ　男子70歳代 46 吉 秀男 ﾖｼ ﾋﾃﾞｵ シニアＲＣ DS

マスターズ　男子65歳代 65 江縁 秀利 ｴﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ トヨタ車体 63.61 1

マスターズ　男子65歳代 51 村田 栄 ﾑﾗﾀ ｻｶｴ がんば 66.70 2

マスターズ　男子65歳代 60 後藤 吉伸 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ リベルテ 68.38 3

マスターズ　男子65歳代 61 角 敏昭 ｽﾐ ﾄｼｱｷ シニアＲＣ 70.84 4

マスターズ　男子65歳代 55 小酒井 朝夫 ｺｻﾞｶｲ ｱｻｵ がんば 71.80 5

マスターズ　男子65歳代 64 大野 勇 ｵｵﾉ ｲｻﾑ アポプレ 72.62 6

マスターズ　男子65歳代 56 大坂 憲行 ｵｵｻｶ ﾉﾘﾕｷ トヨタ自 72.73 7

マスターズ　男子65歳代 52 藤村 孝三 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ アポプレ 72.96 8

マスターズ　男子65歳代 63 長谷川 勝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 一宮 74.96 9

マスターズ　男子65歳代 57 小田 勇 ｵﾀﾞ ｲｻﾑ トヨタ車体 77.58 10

マスターズ　男子65歳代 62 西村 輝雄 ﾆｼﾑﾗ ﾃﾙｵ シニアＲＣ 78.01 11

マスターズ　男子65歳代 58 栗本 和通 ｸﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾐﾁ アポプレ 78.99 12

マスターズ　男子65歳代 53 曽我部 誠次郎 ｿｶﾞﾍﾞ ｾｲｼﾞﾛｳ ＡＩ－Ａ 82.97 13

マスターズ　男子65歳代 59 大田 敏明 ｵｵﾀ ﾄｼｱｷ 一宮 87.31 14

マスターズ　男子60歳代 54 松元 和秀 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ダイヤＳＣ DS

マスターズ　男子60歳代 68 梶原 雅喜 ｶｼﾞﾜﾗ ﾏｻｷ がんばＳＣ 65.41 1

マスターズ　男子60歳代 67 尾身 武 ｵﾐ ﾀｹｼ 王子製紙 68.20 2

マスターズ　男子60歳代 69 田澤 幾雄 ﾀｻﾞﾜ ｲｸｵ アイシン 68.74 3

マスターズ　男子60歳代 66 伊藤 慎治 ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ カトウ 69.20 4

マスターズ　男子60歳代 70 坂 年勝 ﾊﾞﾝ ﾄｼｶﾂ カトウ 69.83 5

マスターズ　男子60歳代 242 永田 徳之 ﾅｶﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ 三菱自岡 71.94 6

マスターズ　男子60歳代 71 佐藤 功郎 ｻﾄｳ ｲｻｵ アイシン 78.28 7
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マスターズ　男子55歳代 82 奥田 点 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓﾙ ＡＩ－Ａ 62.49 1

マスターズ　男子55歳代 81 田中 亮英 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｴｲ リベルテ 62.90 2

マスターズ　男子55歳代 77 引間 知明 ﾋｷﾏ ﾄﾓｱｷ 王子製紙 63.44 3

マスターズ　男子55歳代 73 武田 修 ﾀｹﾀﾞ ｵｻﾑ がんばＳＣ 64.52 4

マスターズ　男子55歳代 84 三島 由一 ﾐｼﾏ　ﾖｼｶｽﾞ スカイ 64.94 5

マスターズ　男子55歳代 72 神野 浩己 ｼﾞﾝﾉ ﾋﾛﾐ 三菱自岡 64.97 6

マスターズ　男子55歳代 75 梶田 素光 ｶｼﾞﾀ ﾓﾄﾐﾂ アポプレ 65.33 7

マスターズ　男子55歳代 76 澤田 敦則 ｻﾜﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ カトウ 65.57 8

マスターズ　男子55歳代 83 中根 克則 ﾅｶﾈ ｶﾂﾉﾘ ＪＴＥＣＴ 69.84 9

マスターズ　男子55歳代 80 國枝 宏之 ｸﾆｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ アルペン 76.69 10

マスターズ　男子55歳代 78 舘林 準次 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東海スキー 76.78 11

マスターズ　男子55歳代 79 中島 孝三 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｿﾞｳ シニアＲＣ 77.67 12

マスターズ　男子55歳代 74 壁谷 直樹 ｶﾍﾞﾔ ﾅｵｷ 豊田織機 DF

マスターズ　男子50歳代 93 甘粕 洋一 ｱﾏｶｽ ﾖｳｲﾁ トリイ 61.15 1

マスターズ　男子50歳代 90 森田 耕二 ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾞ アイシン 62.87 2

マスターズ　男子50歳代 97 田村 政信 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ トヨタ自 63.09 3

マスターズ　男子50歳代 99 早川 信明 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 三菱名誘 63.53 4

マスターズ　男子50歳代 92 池田 俊明 ｲｹﾀﾞ ﾄｼｱｷ エキスパー 64.85 5

マスターズ　男子50歳代 94 小橋 太 ｺﾊﾞｼ ﾌﾄｼ 豊田織機 64.98 6

マスターズ　男子50歳代 98 中本 昌文 ﾅｶﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ がんば 67.58 7

マスターズ　男子50歳代 88 三浦 毅 ﾐｳﾗ ﾀｹｼ ＤＥＮＳＯ 68.51 8

マスターズ　男子50歳代 100 木村 和幸 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ はなのき 69.35 9

マスターズ　男子50歳代 95 後藤 政行 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ リベルテ 70.40 10

マスターズ　男子50歳代 91 奥野 健司 ｵｸﾉ ﾀｹｼ ＡＷ 71.29 11

マスターズ　男子50歳代 89 戸井田 雅之 ﾄｲﾀﾞ ﾏｻﾕｷ エキスパー 73.49 12

マスターズ　男子50歳代 101 伊藤 晴規 ｲﾄｳ ﾊﾙｷ ＢＥ－ＩＮ 74.36 13

マスターズ　男子50歳代 86 中嶋 昭彦 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾋｺ ＳＥＥＤ 74.75 14

マスターズ　男子50歳代 96 石原 竹志 ｲｼﾊﾗ ﾀｹｼ トリイ 74.82 15

マスターズ　男子50歳代 85 西牟田 勉 ﾆｼﾑﾀ ﾂﾄﾑ スノプラウ DS
マスターズ　男子50歳代 87 加藤 元博 ｶﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ トリイ DS

マスターズ　男子45歳代 112 小林 弘典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉﾘ エキスパー 62.38 1

マスターズ　男子45歳代 104 千葉 丈雄 ﾁﾊﾞ ﾀｹｵ アルペン 62.43 2

マスターズ　男子45歳代 106 井上 雅喜 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ リベルテ 62.79 3

マスターズ　男子45歳代 107 桝 正和 ﾏｽ ﾏｻｶｽﾞ トヨタ車体 63.27 4

マスターズ　男子45歳代 109 樋口 栄一 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ リベルテ 64.12 5

マスターズ　男子45歳代 105 磯貝 宜伸 ｲｿｶﾞｲ ﾖｼﾉﾌﾞ リベルテ 64.25 6

マスターズ　男子45歳代 103 石原 仁 ｲｼﾊﾗ ﾋﾄｼ トリイ 65.04 7

マスターズ　男子45歳代 111 松本 直人 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾄ エキスパー 65.72 8

マスターズ　男子45歳代 110 瀧本 聖二 ﾀｷﾓﾄ ｾｲｼﾞ 瀬戸協会 66.78 9

マスターズ　男子45歳代 116 鋤柄 賢一 ｽｷｶﾞﾗ ｹﾝｲﾁ エキスパー 67.90 10

マスターズ　男子45歳代 117 田中 攻明 ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ DENSO 69.58 11

マスターズ　男子45歳代 102 山田 峰 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾈ 王子製紙 73.85 12

マスターズ　男子45歳代 113 橋本 研治 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ スノプラウ DF
マスターズ　男子45歳代 115 落合 清一 ｵﾁｱｲ ｾｲｲﾁ カトウ DF
マスターズ　男子45歳代 108 田川 弘樹 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ トリイ DS
マスターズ　男子45歳代 114 八木 裕智 ﾔｷﾞ ﾋﾛﾄｼ 豊橋体協 DS
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マスターズ　男子40歳代 119 伊藤 正 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ ＭＯＳＴ 61.37 1

マスターズ　男子40歳代 123 丸野 純 ﾏﾙﾉ ｼﾞｭﾝ アクト10 61.73 2

マスターズ　男子40歳代 125 熊谷 宏一 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｲﾁ エキスパー 62.27 3

マスターズ　男子40歳代 118 田川 雅彦 ﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 東海スキー 62.33 4

マスターズ　男子40歳代 122 永田 直覚 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵｱｷ アルペン 62.54 5

マスターズ　男子40歳代 124 加藤 知英 ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾃﾞ アイシン 66.81 6

マスターズ　男子40歳代 126 佐藤 元基 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ Ｄｏｉｎｇ 67.37 7

マスターズ　男子40歳代 121 伊藤 千哉也 ｲﾄｳ ﾁｶﾔ 一宮 67.82 8

マスターズ　男子40歳代 120 田中 誠 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 安城 72.84 9

マスターズ　男子35歳代 127 森田 英稔 ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ ＤＥＮＳＯ 61.93 1

マスターズ　男子35歳代 130 鬼頭 直也 ｷﾄｳ ﾅｵﾔ アイシン 64.23 2

マスターズ　男子35歳代 131 小林 賢司 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 豊田織機 64.77 3

マスターズ　男子35歳代 129 早坂 昌也 ﾊﾔｻｶ ﾏｻﾔ ＡＩ－Ａ 64.92 4

マスターズ　男子35歳代 128 杉田 耕造 ｽｷﾞﾀ ｺｳｿﾞｳ ロンサム 68.12 5

マスターズ　男子30歳代 134 府金 慶介 ﾌｶﾞﾈ ｹｲｽｹ ＤＥＮＳＯ 58.07 1

マスターズ　男子30歳代 135 浅野 友秀 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾃﾞ 王子製紙 62.95 2

マスターズ　男子30歳代 133 千葉 和也 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾔ ＡＷ 64.57 3

マスターズ　男子30歳代 132 是永 康臣 ｺﾚﾅｶﾞ ﾔｽｵﾐ ＭＯＳＴ 65.15 4

マスターズ　男子30歳代 136 星野 貴哉 ﾎｼﾉ ﾀｶﾔ ＡＩ－Ａ 83.23 5

中七予選　女子C部 140 井上 富子 ｲﾉｳｴ ﾖｼｺ リベルテ 63.15 1

中七予選　女子C部 139 濱島 理恵子 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾘｴｺ 中京大ＳＲ 63.29 2

中七予選　女子C部 137 難波 容子 ﾅﾝﾊﾞ ﾖｳｺ Ｄｏｉｎｇ 63.33 3

中七予選　女子C部 138 須藤 康子 ｽﾄﾞｳ ﾐﾁｺ リベルテ 64.48 4

中七予選　女子C部 141 坪井 香 ﾂﾎﾞｲ ｶｵﾘ カトウ 66.20 5

中七予選　女子C部 142 三島 由美子 ﾐｼﾏ ﾕﾐｺ 豊田通商 78.63 6

中七予選　女子B部 144 木下 奈々 ｷﾉｼﾀ ﾅﾅ スノプラウ 64.38 1

中七予選　女子B部 143 吉田 恭子 ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｺ ＳＥＥＤ 67.69 2

中七予選　女子A部 146 木下 佳奈 ｷﾉｼﾀ ｶﾅ 淑徳大 64.43 1

中七予選　女子A部 145 木村 春日 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 椙山女学園 64.65 2

中七予選　少年女子 149 難波 遠望 ﾅﾝﾊﾞ ﾄｵﾐ クラーク高 57.06 1

中七予選　少年女子 150 一柳 きくの ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｷｸﾉ 東海学園高 58.39 2

中七予選　少年女子 148 三宅 李音 ﾐﾔｹ ﾘｵ 東海学園高 59.33 3

中七予選　少年女子 147 橋本 ほのか ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 愛知淑徳中 64.00 4

中七予選　少年女子 152 畔柳 美来 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾐｸ 愛知高 76.39 5

中七予選　少年女子 151 古川 稚彩 ﾌﾙｶﾜ ﾁﾅ 名経大市邨 77.16 6

中七予選
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中七予選　男子Ｅ部 159 田中 亮英 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｴｲ リベルテ 60.00 1

中七予選　男子Ｅ部 157 奥田 点 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓﾙ ＡＩ－Ａ 61.11 2

中七予選　男子Ｅ部 154 澤田 敦則 ｻﾜﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ カトウ 62.42 3

中七予選　男子Ｅ部 164 伊藤 慎治 ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ カトウ 62.44 4

中七予選　男子Ｅ部 165 武田 修 ﾀｹﾀﾞ ｵｻﾑ がんばＳＣ 63.42 5

中七予選　男子Ｅ部 167 三島 由一 ﾐﾖｼ ﾖｼｶｽﾞ スカイ 63.59 6

中七予選　男子Ｅ部 161 梶田 素光 ｶｼﾞﾀ ﾓﾄﾐﾂ アポプレ 63.69 7

中七予選　男子Ｅ部 158 江縁 秀利 ｴﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ トヨタ車体 63.91 8

中七予選　男子Ｅ部 163 引間 知明 ﾋｷﾏ ﾄﾓｱｷ 王子製紙 64.29 9

中七予選　男子Ｅ部 166 神野 浩己 ｼﾞﾝﾉ ﾋﾛﾐ 三菱自岡 64.38 10

中七予選　男子Ｅ部 160 村田 栄 ﾑﾗﾀ ｻｶｴ がんば 64.95 11

中七予選　男子Ｅ部 156 坂 年勝 ﾊﾞﾝ ﾄｼｶﾂ カトウ 65.15 12

中七予選　男子Ｅ部 153 尾身 武 ｵﾐ ﾀｹｼ 王子製紙 66.28 13

中七予選　男子Ｅ部 162 中村 武男 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｵ 豊田合成 72.57 14

中七予選　男子Ｅ部 155 梶原 雅喜 ｶｼﾞﾜﾗ ﾏｻｷ がんばＳＣ 86.73 15

中七予選　男子D部 179 樋口 栄一 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ リベルテ 60.30 1

中七予選　男子D部 173 早川 信明 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 三菱名誘 60.73 2

中七予選　男子D部 187 小林 弘典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉﾘ エキスパー 61.07 3

中七予選　男子D部 182 甘粕 洋一 ｱﾏｶｽ ﾖｳｲﾁ トリイ 61.15 4

中七予選　男子D部 171 井上 雅喜 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ リベルテ 61.23 5

中七予選　男子D部 181 森田 耕二 ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾞ アイシン 61.81 6

中七予選　男子D部 178 桝 正和 ﾏｽ ﾏｻｶｽﾞ トヨタ車体 62.04 7

中七予選　男子D部 175 松本 直人 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾄ エキスパー 63.53 8

中七予選　男子D部 176 磯貝 宜伸 ｲｿｶﾞｲ ﾖｼﾉﾌﾞ リベルテ 63.62 9

中七予選　男子D部 168 三浦 毅 ﾐｳﾗ ﾀｹｼ ＤＥＮＳＯ 64.97 10

中七予選　男子D部 174 石原 仁 ｲｼﾊﾗ ﾋﾄｼ トリイ 65.19 11

中七予選　男子D部 183 成田 巧 ﾅﾘﾀ ﾀｸﾐ 豊田合成 65.55 12

中七予選　男子D部 172 瀧本 聖二 ﾀｷﾓﾄ ｾｲｼﾞ 瀬戸協会 65.59 13

中七予選　男子D部 169 日比野 克彦 ﾋﾋﾞﾉ ｶﾂﾋｺ 豊田合成 68.94 14

中七予選　男子D部 177 佐藤 良樹 ｻﾄｳ ﾖｼｷ アポプレ 69.25 15

中七予選　男子D部 184 石原 竹志 ｲｼﾊﾗ ﾀｹｼ トリイ 72.65 16

中七予選　男子D部 186 伊藤 晴規 ｲﾄｳ ﾊﾙｷ ＢＥ－ＩＮ 74.81 17

中七予選　男子D部 180 中嶋 昭彦 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾋｺ ＳＥＥＤ DF
中七予選　男子D部 188 橋本 研治 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ スノプラウ DF
中七予選　男子D部 185 山田 峰 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾈ 王子製紙 DQ
中七予選　男子D部 170 伊藤 祐輝 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 王子製紙 DS
中七予選　男子D部 189 落合 清一 ｵﾁｱｲ ｾｲｲﾁ カトウ DS



6/6
2017年1月8日（日）　小中記録会・マスターズ予選会・中七予選会

中七予選　男子C部 200 関屋 卓 ｾｷﾔ ﾀｸ 三菱名航 59.08 1
中七予選　男子C部 192 伊藤 正 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ ＭＯＳＴ 61.66 2
中七予選　男子C部 205 熊谷 宏一 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｲﾁ エキスパー 61.80 3
中七予選　男子C部 190 菊池 嘉高 ｷｸﾁ ﾖｼﾀｶ がんばＳＣ 61.93 4
中七予選　男子C部 195 森田 英稔 ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ ＤＥＮＳＯ 61.97 5
中七予選　男子C部 204 小谷 鉄平 ｺﾀﾆ ﾃｯﾍﾟｲ ＭＯＳＴ 62.09 6
中七予選　男子C部 197 山田 浩 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ とぼね 62.46 7
中七予選　男子C部 201 小林 賢司 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 豊田織機 62.76 8
中七予選　男子C部 191 丸野 純 ﾏﾙﾉ ｼﾞｭﾝ アクト10 62.79 9
中七予選　男子C部 198 是永 康臣 ｺﾚﾅｶﾞ ﾔｽｵﾐ ＭＯＳＴ 63.62 10
中七予選　男子C部 196 早坂 昌也 ﾊﾔｻｶ ﾏｻﾔ ＡＩ－Ａ 64.67 11
中七予選　男子C部 203 田中 達夫 ﾀﾅｶ ﾀﾂｵ エリア 65.66 12
中七予選　男子C部 193 伊藤 千哉也 ｲﾄｳ ﾁｶﾔ 一宮 66.17 13
中七予選　男子C部 194 加藤 知英 ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾃﾞ アイシン 66.55 14
中七予選　男子C部 199 杉田 耕造 ｽｷﾞﾀ ｺｳｿﾞｳ ロンサム 67.06 15
中七予選　男子C部 206 佐藤 元基 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ Ｄｏｉｎｇ 67.42 16
中七予選　男子C部 202 藤井 健輔 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｽｹ 豊田合成 68.24 17
中七予選　男子C部 207 佐藤 敦仁 ｻﾄｳ ｱﾂﾋﾄ 豊田合成 DS

中七予選　男子B部 211 府金 慶介 ﾌｶﾞﾈ ｹｲｽｹ ＤＥＮＳＯ 57.62 1
中七予選　男子B部 209 浅野 友秀 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾃﾞ 王子製紙 63.05 2
中七予選　男子B部 212 頭川 恵丹 ｽﾞｶﾜ ｹｲﾀﾝ トヨタ自 64.28 3
中七予選　男子B部 210 加藤 久嗣 ｶﾄｳ ﾋｻﾂｸﾞ ＭＯＳＴ 76.81 4
中七予選　男子B部 208 後藤 晃 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾗ リベルテ DS

中七予選　男子A部 213 円山 一希 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ エキスパー 56.54 1
中七予選　男子A部 214 伊藤 真 ｲﾄｳ ｼﾝ トヨタ自 56.93 2
中七予選　男子A部 219 野尻 敬太 ﾉｼﾞﾘ ｹｲﾀ 金沢大 57.65 3
中七予選　男子A部 216 藤吉 敏樹 ﾌｼﾞﾖｼ ﾄｼｷ Ｄｏｉｎｇ 60.79 4
中七予選　男子A部 217 深津 佑介 ﾌｶﾂ ﾕｳｽｹ Ｄｏｉｎｇ 61.36 5
中七予選　男子A部 215 瀧川 幸広 ﾀｷｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 愛工大 DS
中七予選　男子A部 218 冨 嶺央 ﾄﾐ ﾚｵ Ｉ－ｍｅｘ DS
中七予選　男子A部 220 立松 秀平 ﾀﾃﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ ＳＥＥＤ DS

中七予選　少年男子 230 齋藤 冬希 ｻｲﾄｳ ﾌﾕｷ 愛工大名電 60.51 1
中七予選　少年男子 231 間瀬 悠介 ﾏｾ ﾕｳｽｹ 春日井高 61.88 2
中七予選　少年男子 228 安藤 昂佑 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 豊田高 62.08 3
中七予選　少年男子 223 荒河 佑弥 ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾔ 名工学院 63.00 4
中七予選　少年男子 234 加藤 将汰 ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 愛工大名電 65.27 5
中七予選　少年男子 222 後藤 優輔 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｽｹ 愛工大名電 68.98 6
中七予選　少年男子 233 河合 将吾 ｶﾜｲ ｼｮｳｺﾞ 愛工大名電 69.30 7
中七予選　少年男子 221 靱 洋人 ﾕｷ ﾋﾛﾄ 日進西 69.32 8
中七予選　少年男子 238 井澤 正行 ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 愛工大名電 71.30 9
中七予選　少年男子 227 荻野 泰綺 ｵｷﾞﾉ ﾀｲｷ 愛工大名電 71.82 10
中七予選　少年男子 235 長谷川 航祐 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 愛工大名電 72.92 11
中七予選　少年男子 236 濱田 直斗 ﾊﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 名城高 76.36 12
中七予選　少年男子 225 山内 翔平 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾍｲ 愛工大名電 76.58 13
中七予選　少年男子 239 佐藤 奏 ｻﾄｳ ｶﾅﾃﾞ 愛工大名電 78.37 14
中七予選　少年男子 229 平塚 了 ﾋﾗﾂｶ ﾘｮｳ 名城高校 79.62 15
中七予選　少年男子 237 熊澤 伶哉 ｸﾏｻﾞﾜ ﾚｲﾔ 名城高 80.31 16
中七予選　少年男子 232 江尻 彰太 ｴｼﾞﾘ ｼｮｳﾀ 愛工大名電 80.69 17
中七予選　少年男子 241 加藤 文哉 ｶﾄｳ ﾌﾞﾝﾔ 名城高 87.47 18
中七予選　少年男子 224 今田 純 ｲﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 愛工大名電 DF
中七予選　少年男子 226 永田 滉也 ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾔ 愛工大名電 DF
中七予選　少年男子 240 川口 紘河 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｶﾞ 名城高 DF


