
番号 氏名 読み 年齢 住所 番号 氏名 読み 年齢 住所

1 三林 松一 ミバヤシ　ショウイチ 83 金沢市 61 谷口 和也 タニグチ　カズヤ 32 静岡県

2 齋藤 徹 サイトウ トオル 62 東京都 62 木沢 裕 キザワ　ユタカ 48 野々市市

3 中川 真太郎 ナカガワ　シンタロウ 41 富山県 63 高橋 敏郎 タカハシ　トシロウ 40 東京都

4 辻　裕昭 ツジ　ヒロアキ 46 富山県 64 宮本 大補 ミヤモト　ダイスケ 41 加賀市

5 川端　一嘉 カワハタ　カズヨシ 51 富山県 65 上坂　武史 ウエサカ　タケシ 42 金沢市

6 石黒　雄道 イシグロ　ユウドウ 46 福井県 66 塚野　学 ツカノ　マナブ 38 金沢市

7 中　健一 ナカ　ケンイチ 54 富山県 67 大乗　勇二 オオノリ　ユウジ 51 羽咋郡

8 上野　英一 ウエノ　エイイチ 41 金沢市 68 鈴木　英一 スズキ　エイイチ 52 金沢市

9 畑田　寛 ハタダ　ヒロシ 50 七尾市 69 田中 謙一 タナカ　ケンイチ 53 小松市

10 小柳津　伸哉 オヤイヅ　シンヤ 44 静岡県 70 北原 正俊 キタハラ マサトシ 67 金沢市

11 英井 光一 ヒデイ　コウイチ 62 福井県 71 岡村 卓実 オカムラ　タクミ 33 大阪府

12 中川 誠 ナカガワ　マコト 45 兵庫県 72 揚妻 泰紀 アゲツマ　ヤスノリ 43 埼玉県

13 戸塚 由幸 トツカ　ヨシユキ 63 静岡県 73 清水 良勝 シミズ ヨシカツ 47 金沢市

14 加藤 翼 カトウ　ツバサ 28 神奈川県 74 河本 拓也 カワモト　タクヤ 36 小松市

15 安藤 壮司 アンドウ　タケシ 48 東京都 75 水上　星児 ミズカミ　セイジ 32 金沢市

16 北留 克俊 キタドメ　カツトシ 44 能美市 76 入江　徹 イリエ　トオル 54 富山県

17 山田 拓 ヤマダ　タク 44 岐阜県 77 高川　清 タカガワ　キヨシ 60 富山県

18 三原 美政 ミハラ　ヨシマサ 48 神奈川県 78 高田　佳宏 タカダ　ヨシヒロ 36 能美市

19 橘 圭介 タチバナ　ケイスケ 44 新潟県 79 米田　泰崇 ヨネダ　ヤスタカ 35 大阪府

20 宮田 政佳 ミヤタ　マサヨシ 58 加賀市 80 南　孝司 ミナミ　タカシ 52 金沢市

21 田 義幸 デン　ヨシユキ 47 富山県 81 上木　修 ウエキ　オサム 62 七尾市

22 小栗 健二 オグリ　ケンジ 37 愛知県 82 酒井 克範 サカイ　カツノリ 52 埼玉県

23 青野 亮 アオノ　リョウ 26 鹿島郡 83 櫻木 勇輝 サクラギ　ユウキ 28 愛知県

24 二木 俊幸 フタツギ　トシユキ 34 福島県 84 宮田 玲 ミヤタ　アキラ 53 大阪府

25 早川 秀男 ハヤカワ　ヒデオ 62 鹿島郡 85 廣瀬 永雅 ヒロセ　ノリマサ 53 京都府

26 江尻 圭蔵 エジリ　ケイゾウ 33 富山県 86 小川 隆之 オガワ　タカユキ 45 岐阜県

27 宮向 裕一 ミヤムカイ　ユウイチ 37 金沢市 87 喜多 大輔 キタ　ダイスケ 48 金沢市

28 水田 賢秀 ミズタ　タカヒデ 38 千葉県 88 一二三 誓祐 ヒフミ　セイユウ 60 かほく市

29 秋月 剛 アキヅキ　タケシ 48 白山市 89 沖 秀之 オキ　ヒデユキ 49 和歌山県

30 音川 和也 オトガワ　カズヤ 56 滋賀県 90 奥野 隆章 オクノ　タカアキ 67 和歌山県

31 谷田 登 タニダ　ノボル 47 七尾市 91 竹下 直宏 タケシタ　ナオヒオロ 43 岐阜県

32 小野 慎一 オノ　シンイチ 47 金沢市 92 竹内 三知夫 タケウチ　ミチオ 53 福井県

33 畠山 秀彦 ハタケヤマ　ヒデヒコ 42 富山県 93 経澤 耕達 ツネザワ　コウタツ 42 栃木県

34 鈴木 崇之 スズキ　タカユキ 45 富山県 94 袴田 昌宏 ハカマタ　マサヒロ 46 静岡県

35 石原 顕永 イシハラ　ケンエイ 45 羽咋市 95 原田 浩太朗 ハラダ　コウタロウ 28 珠洲市

36 細江　吾郎 ホソエ　ゴロウ 44 大阪府 96 池岸 晃弘 イケギシ　アキヒロ 60 金沢市

37 飯野　稔 イイノ　ミノル 47 新潟県 97 甲田 英明 コウダ　ヒデアキ 63 富山県

38 北野　均 キタノ　ヒトシ 60 鹿島郡 98 宮西 寿典 ミヤニシ　ヒサノリ 25 愛知県

39 尾嶋　紀洋 オジマ　トシヒロ 37 富山県 99 大窪　達也 オオクボ　タツヤ 27 愛知県

40 橋本　知人 ハシモト　アキヒト 39 白山市 100 三田村　達也 ミタムラ　タツヤ 48 小松市

41 白神　友樹 シラガミ　トモキ 44 岐阜県 101 小川　航 オガワ　ワタル 41 神奈川県

42 橋　由博 ハシ　ヨシヒロ 44 滋賀県 102 呉藤　隆英 ゴトウ　タカヒデ 46 金沢市

43 高橋 好德 タカハシ　ヨシノリ 69 愛知県 103 木村　佳隆 キムラ　ヨシタカ 55 滋賀県

44 藤岡 央 フジオカ　ナカバ 56 野々市市 104 坂本　凌雅 サカモト　リョウガ 24 埼玉県

45 宮田 大 ミヤタ　ダイ 31 愛知県 105 増子　雄士 マシコ　ユウジ 32 東京都

46 竹中 友見 タケナカ　トモミ 58 愛知県 106 遠藤　和紀 エンドウ　カズノリ 46 富山県

47 佐原 重光 サハラ　シゲミツ 67 静岡県 107 高野　道夫 タカノ　ミチオ 70 茨城県

48 西　義裕 ニシ　ヨシヒロ 59 福井県 108 大島　邦雄 オオシマ　クニオ 45 富山県

49 鈴木　竜司 スズキ　リュウジ 49 輪島市 109 新見　考平 ニイミ　コウヘイ 32 神奈川県

50 金子　武志 カネコ　タケシ 44 新潟県 110 和田橋 明 ワダハシ　アキラ 63 東京都

51 奥村　光弘 オクムラ　ミツヒロ 66 岐阜県 111 中田 耕治 ナカタ　コウジ 68 大阪府

52 多田　哲成 タダ　テツナリ 50 富山県 112 佐野 稜太 サノ　リョウタ 20 静岡県

53 和田　毅 ワダ　タケシ 51 金沢市 113 向井 雅文 ムカイ　マサフミ 52 福井県

54 魚住 文男 ウオズミ　フミオ 42 野々市市 114 梅木 豊 ウメキ　ユタカ 56 能美市

55 宮森 宏和 ミヤモリ ヒロカズ 46 金沢市 115 薬師 信幸 ヤクシ　ノブユキ 50 富山県

56 玉川 博之 タマガワ　ヒロユキ 48 金沢市 116 西野 成人 ニシノ　ナリト 59 金沢市

57 近畑 静也 チカハタ　シズヤ 60 金沢市 117 北澤 和也 キタザワ　カズヤ 29 小松市

58 石井 輝雄 イシイ　テルオ 69 岐阜県 118 下林 正大 シモバヤシ　マサヒロ 50 和歌山県

59 濱田 壮一 ハマダ ソウイチ 69 富山県 119 寺田 亮太 テラダ リョウタ 37 かほく市

60 中山 潔 ナカヤマ　キヨシ 59 金沢市 120 北嶋 孝幸 キタジマ　タカユキ 43 河北郡
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121 山口 敏秀 ヤマグチ　トシヒデ 64 大阪府 181 荒瀬　洋介 アラセ　ヨウスケ 35 富山県

122 別所 吉彦 ベッショ　ヨシヒコ 66 三重県 182 井口　克巳 イグチ　カツミ 40 新潟県

123 串岡 務 クシオカ　ツトム 69 金沢市 183 大澤 宗士 オオサワ ソウシ 45 富山県

124 渡辺 康司 ワタナベ　コウジ 50 東京都 184 細川 良平 ホソカワ リョウヘイ 43 富山県

125 平井　正史 ヒライ　マサシ 47 静岡県 185 堂後 訓通 ドウゴ ノリユキ 60 福井県

126 松村　勇一 マツムラ　ユウイチ 52 福井県 186 西野 貢平 ニシノ コウヘイ 38 金沢市

127 佐藤　剣 サトウ　ケン 39 新潟県 187 東 嵩之 ヒガシ タカユキ 22 七尾市

128 久保　雅揮 クボ　マサキ 38 小松市 188 長井 幸司 ナガイ コウジ 48 富山県

129 坪川 俊仁 ツボカワ　トシヒト 63 福井県 189 松岡 信夫 マツオカ ノブオ 69 富山県

130 菅野 泰典 スガノ　ヤスノリ 58 和歌山県 190 武田 有司 タケダ　ユウジ 42 小松市 

131 吉村 雅喜 ヨシムラ　マサキ 49 福井県 191 明地 浩氣 アケチ　コウキ 38 金沢市 

132 齊藤　久二次 サイトウ　クニジ 64 新潟県 192 田子 貴史 タゴ　タカシ 45 富山県

133 黒澤　亨 クロサワ　トオル 57 富山県 193 西谷 健吾 ニシタニ　ケンゴ 42 富山県

134 坂井　広史 サカイ　ヒロシ 56 富山県 194 池田 圭佑 イケダ　ケイスケ 31 富山県

135 川杉　知史 カワウギ　トモフミ 42 野々市市 195 橋本 政人 ハシモト　マサト 65 金沢市

136 松本　健志 マツモト　ケンジ 56 東京都 196 古田 智典 フルタ　トモノリ 48 富山県

137 佐藤　正規 サトウ　マサキ 47 富山県 197 本殿 広和 ホンド　ヒロカズ 37 鹿島郡

138 山岸　慎一 ヤマギシ　シンイチ 44 富山県 198 大西 雅之 オオニシ　マサユキ 52 東京都

139 依田 真幸 ヨダ　マサユキ 39 東京都 199 藤谷 弦一郎 フジタニ　ゲンイチロウ 48 富山県

140 西山 明宏 ニシヤマ　アキヒロ 40 金沢市 200 島 大輔 シマ ダイスケ 41 東京都

141 東 外美夫 ヒガシ トミオ 58 金沢市 201 仙台 史明 センダイ フミアキ 56 金沢市

142 中村 逸男 ナカムラ　イツオ 68 香川県 202 西村 和彦 ニシムラ カズヒコ 56 金沢市

143 宮野 浩一郎 ミヤノ　コウイチロウ 60 金沢市 203 片岡 重人 カタオカ シゲト 57 金沢市

144 仲井 紀雄 ナカイ　ノリオ 43 富山県 204 越柴 康雄 コシシバ ヤスオ 54 金沢市

145 小坂 強 コサカ　ツヨシ 48 野々市市 205 小林 真英 コバヤシ マサヒデ 48 福井県

146 守友　常雄 モリトモ　ツネオ 50 富山県 206 田所 義史 タドコロ ヨシフミ 54 兵庫県

147 仲瀬 淳一 ナカセ　ジュンイチ 48 富山県 207 石本 哲也 イシモト テツヤ 48 富山県

148 小幡 紘平 オバタ　コウヘイ 21 愛知県 208 諏訪 通博 スワ ミチヒロ 49 新潟県

149 影山 康博 カゲヤマ　ヤスヒロ 48 埼玉県 209 谷内 昭人 ヤチ アキヒト 42 金沢市

150 加藤 哲也 カトウ　テツヤ 57 金沢市 210 藤田 欣也 フジタ キンヤ 47 金沢市

151 谷川　雄亮 タニカワ　ユウスケ 40 富山県 211 中原 久登 ナカハラ　ヒサト 35 富山県

152 土井　誠 ドイ　マコト 49 大阪府 212 柳田 誠 ヤマギダ　マコト 49 金沢市

153 木嶋　保 キジマ　タモツ 51 河北郡 213 筧 彰吾 カケヒ　ショウゴ 32 愛知県

154 宮野 文彦 ミヤノ　フミヒコ 49 富山県 214 朝本 和憲 アサモト　カズノリ 41 能美市

155 藤井 剛史 フジイ　タケシ 45 富山県 215 布目 弘幸 ヌノメ ヒロユキ 54 金沢市

156 西嶋 高志 ニシジマ　タカシ 46 白山市 216 櫻吉 啓介 サクラキチ　ケイスケ 51 金沢市

157 湯浅 炎士 ユアサ　エンシ 39 金沢市 217 能美 敬一 ノミ　ケイイチ 47 七尾市

158 大居 義範 オオイ　ヨシノリ 69 富山県 218 清水 正和 シミズ　マサカズ 48 長野県

159 野中 誠規 ノナカ　マサノリ 35 愛知県 219 小田 義和 オダ　ヨシカズ 47 輪島市

160 山田　実 ヤマダ　ミノル 51 金沢市 220 入羽 武虎 ニュウバ　タケトラ 46 福井県

161 数家　直樹 カズイエ　ナオキ 54 富山県 221 吉村 誠 ヨシムラ　マコト 46 金沢市

162 石田　真義 イシダ　マサヨシ 36 愛知県 222 上田 雄二 ウエダ　ユウジ 32 大阪府

163 佐藤 伸一 サトウ　シンイチ 48 愛知県 223 岡本 猛 オカモト　タケシ 49 白山市

164 西谷 晶 ニシタニ　アキラ 59 金沢市 224 洲崎 光友 スサキ　ミツトモ 65 鳳珠郡

165 合田 寛 コウダ　ヒロシ 24 大阪府 225 喜多 博 キタ　ヒロシ 46 金沢市

166 山野 光広 ヤマノ　ミツヒロ 47 福井県 226 Matheny Blake マッシーニー ブレイク 38 金沢市

167 中山 秀男 ナカヤマ　ヒデオ 63 金沢市 227 折橋 直紀 オリハシ ナオキ 69 金沢市

168 明地 直樹 アケチ　ナオキ 34 金沢市 228 中島 清 ナカジマ キヨシ 43 金沢市

169 喜作 啓祐 キサク　ケイスケ 30 鹿島郡 229 寺前 鉄也 テラマエ テツヤ 53 福井県

170 浦田 無倫 ウラタ　ムトシ 47 福井県 230 荒木 大靖 アラキ タイセイ 20 河北郡

171 垣内　秀成 カキウチ　シュウセイ 50 七尾市 231 荒川 賢一 アラカワ ケンイチ 44 東京都

172 石倉 修一 イシクラ　シュウイチ 47 七尾市 232 多長 登代一 タチョウ トヨカズ 59 加賀市

173 松田 英三 マツダ　エイゾウ 53 金沢市 233 南薗 徹 ミナミゾノ トオル 44 愛知県

174 橋本　聡 ハシモト　サトシ 35 金沢市 234 岡島 憲孝 オカジマ ノリタカ 47 金沢市

175 川辺　高信 カワベ　タカノブ 53 金沢市 235 吉本 泰則 ヨシモト ヤスノリ 48 白山市

176 山口　裕二 ヤマグチ　ユウジ 48 河北郡 236 山口 智 ヤマグチ　サトシ 53 野々市市

177 高橋　康人 タカハシ　ヤスヒト 36 新潟県 237 東川 貞男 ヒガシカワ サダオ 52 かほく市

178 黒崎　嘉之 クロサキ　ヨシユキ 47 金沢市 238 伊藤 宜久 イトウ ノブヒサ 49 埼玉県

179 西野　雅幸 ニシノ　マサユキ 62 金沢市 239 寺田 清 テラダ　キヨシ 68 金沢市

180 新タ　雅啓 ニッタ　マサヒロ 28 富山県 240 田屋 弘樹 タヤ　ヒロキ 49 白山市
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241 大村 貴則 オオムラ　タカノリ 43 富山県 301 宗田 惠世子 ムネタ シゲヨ 68 東京都

242 清水 健一郎 シミズ　ケンイチロウ 59 野々市市 302 鈴木　薫 スズキ　カオル 53 輪島市

243 木倉 敏彦 キクラ　トシヒコ 57 富山県 303 伊藤 あゆみ イトウ　アユミ 46 和歌山県

244 木下 洋輔 キノシタ　ヨウスケ 37 富山県 304 熊坂 智子 クマサカ　トモコ 49 新潟県

245 橋本 健人 ハシモト　ケント 29 金沢市 305 小田 千尋 オダ　チヒロ 31 金沢市

246 原 弘展 ハラ　ヒロノブ 55 岐阜県 306 伊藤 あすみ イトウ　アスミ 34 和歌山県

247 ナカニシ マサヒロ ナカニシ マサヒロ 49 金沢市 307 耕 外志美 タガヤシ　トシミ 43 金沢市

248 南 直樹 ミナミ ナオキ 46 能美市 308 瓜生 佐代 ウリウ　サヨ 25 富山県

249 西野 隼 ニシノ シュン 36 金沢市 309 三味　美帆子 シャミ　ミホコ 42 加賀市

250 林 宏憲 ハヤシ ヒロノリ 47 福井県 310 宮崎 集 ミヤザキ　ツドイ 22 茨城県

251 平林 大征 ヒラバヤシ タイセイ 23 富山県 311 武田 英子 タケダ　エイコ 66 和歌山県

252 西金 佐智夫 ニシカネ　サチオ 59 福井県 312 安納 明希子 ヤスノ　アキコ 40 東京都

253 山口 敬介 ヤマグチ　ケイスケ 52 福井県 313 篠永　真弓 シノナガ　マユミ 59 茨城県

254 橋本 純一 ハシモト　ジュンイチ 56 加賀市 314 大岩　延代 オオイワ　ノブヨ 50 福井県

255 田村 浩志 タムラ　ヒロシ 57 東京都 315 西野 千春 ニシノ　チハル 54 金沢市

256 粕谷 康太郎 カスヤ　コウタロウ 42 岐阜県 316 松本 康子 マツモト　ヤスコ 52 富山県

257 佐藤 隆介 サトウ　リュウスケ 53 かほく市 317 林原　りか ハヤシバラ　リカ 45 富山県

258 酒井 繁高 サカイ　シゲタカ 45 金沢市 318 川浦 万紀子 カワウラ マキコ 55 金沢市

259 鈴木 清晴 スズキ　キヨハル 57 愛知県 319 坪川　操 ツボカワ　ミサオ 58 福井県

260 堀 浩之 ホリ ヒロユキ 46 金沢市 320 藤田　優子 フジタ　ユウコ 20 富山県

261 植山 一哉 ウエヤマ カズヤ 33 京都府 321 加藤 真佐美 カトウ　マサミ 57 金沢市

262 森田 健司 モリタ ケンシ 53 白山市 322 鈴木 友紀子 スズキ　ユキコ 44 富山県

263 前口 隆広 マエグチ タカヒロ 63 東京都 323 黒澤 奈々子 クロサワ　ナナコ 47 金沢市

264 林 豪也 ハヤシ　カツヤ 40 金沢市 324 宮本 一美 ミヤモト　カズミ 59 河北郡

265 高野 豊 タカノ　ユタカ 69 長野県 325 谷田　葉月 タニタ　ハヅキ 30 富山県

266 柳川 心 ヤナガワ　ココロ 35 大阪府 326 宮本 亜紀子 ミヤモト　アキコ 46 輪島市

267 小川 武志 オガワ　タケシ 48 野々市市 327 福野　里恵 フクノ　リエ 46 白山市

268 野崎 英則 ノザキ　ヒデノリ 44 金沢市 328 北澤　佑美 キタザワ　ユミ 24 七尾市

269 今井 満敏 イマイ　ミツトシ 50 神奈川県 329 藤田 智弥 フジタ サトミ 51 富山県

270 天田 正明 アマダ マサアキ 38 かほく市 330 高森 恵美子 タカモリ　エミコ 46 富山県

271 榊　敏正 サカキ　トシマサ 62 埼玉県 331 嶺山 万紀子 ミネヤマ マキコ 50 滋賀県

272 佐々木　武治 ササキ　タケハル 55 金沢市 332 坂東 千雅 バンドウ チカ 44 金沢市

273 石川　基 イシカワ　モトイ 47 金沢市 333 山口 尚美 ヤマグチ ナオミ 44 福井県

274 嶋　靖夫 シマ　ヤスオ 53 河北郡 334 荒川 エリカ アラカワ エリカ 35 東京都

275 北川和夫 キタガワ　カズオ 72 金沢市 335 荒川 弘美 アラカワ ヒロミ 49 富山県

336 REYNOLDS STEPHANIE レノルズ ステファニー 34 金沢市

招待選手 337 安田 明日香 ヤスダ　アスカ 27 兵庫県

河原勇人 カワハラハヤト 40 東京都 338 福田 和歌子 フクダ　ワカコ 47 金沢市

マドンナ　バイク 339 高田 里美 タカダ　サトミ 50 福井県

宮所　淳子 ミヤドコロジュンコ 340 中島 麻理 ナカシマ　マリ 38 金沢市

マドンナ　ラン 341 鈴木 佳菜 スズキ　カナ 31 大阪府

道下　恵 ミチシタメグミ 342 直下 典子 ソソリ ノリコ 38 加賀市

343 水野 恵美子 ミズノ エミコ 50 東京都

344 吉原 朋江 ヨシハラ トモエ 60 小松市

345 近畑 由紀子 チカハタ　ユキコ 42 金沢市

346 坂井　悠美　 サカイユウミ 30 野々市市

347 中村　美雪 ナカムラミユキ 35 野々市市



番号 氏名 読み チーム名

501-S 長池　正 ナガイケ　タダシ

501-B 佐野　弘明 サノ　ヒロアキ

501-R 上野谷　龍治 ウエノヤ　タツジ

502-S 山崎 紗智 ヤマザキ　サチ

502-B 榊 泰子 サカキ　ヤスコ

502-R 目黒 亜紀 メグロ　アキ

503-S 池邊 祐哉 イケベ　ユウヤ

503-B 藤田 康平 フジタ　コウヘイ

503-R 畠中 瑞生 ハタケナカ　ミズキ

504-S 三味 佳余子 シャミ　カヨコ

504-B 橋本 真琴 ハシモト　マコト

504-R 須谷 洋美 スダニ　ヒロミ

505-S 亀廣　秀幸 カメヒロ　ヒデユキ

505-B 安宅　克昭 アタカ　ヨシアキ

505-R 北西　世津子 キタニシ　セツコ

506-S 川田　高弘 カワダ　タカヒロ

506-B 保坂　康 ホサカ　ヤスシ

506-R 武石　貴明 タケイシ　タカアキ

50７-S 近藤 益成 コンドウ　ミツシゲ

50７-B 中村一也 ナカムラカズヤ

50７-R 浅野 健 アサノ　タケシ

508-S 中川 清志 ナカガワ キヨシ

508-B 増永 章 マスナガ アキラ

508-R 池見 真一 イケミ シンイチ

509-S 野小 正樹 ノコ　マサキ

509-B 寺井 賢一 テライ　ケンイチ

509-R 早川 聴 ハヤカワ　サトル

510-S 根本　香織 ネモト　カオリ

510-B 滝口　智 タキグチ　サトシ

510-R 西尾　康弘 ニシオ　ヤスヒロ

511-S 西胤　浩行 ニシツグ　ヒロユキ

511-B 稗田　哲人 ヒエダ　アキヒト

511-R 加藤　絢 カトウ　アヤ

512-S 加藤 優太 カトウ　ユタ

512-B 藤井 純二 フジイ　ジュンジ

512-R 岩村 明子 イワムラ　アキコ

513-S 荒川　杏里奈 アラカワ　アリナ

513-B 大山 宏和 オオヤマ　ヒロカズ

513-R 荒川　勝 アラカワ　マサル

514-S 高橋 千賀子 タカハシ　チカコ

514-B 竹本 理幸 タケモトマサユキ

514-R 屋敷 歌世 ヤシキ　ウタヨ

515-S 岡野定 隆志 オカノジョウ　タカシ

515-B 泉 義行 イズミ　ヨシユキ

515-R 島田 博文 シマダ　ヒロフミ

516-S 森田 英樹 モリタ　ヒダキ

516-B 島田 俊洋 シマダ　トシヒロ

516-R 中川 秀平 ナカガワ　シュウヘイ

517-S 小木曽 千恵 オギソ　チエ

517-B 松本 寿美江 マツモト　スミエ

517-R 奥 由香里 オク　ユカリ

518-S 名倉 功 ナグラ　イサオ

518-B 横山 浩一 ヨコヤマ　コウイチ

518-R 吉野  裕司 ヨシノ　ヒロシ

519-S 安藤 直輝 アンドウ ナオキ

519-B 板谷幸代 イタヤサチヨ

519-R 中村真梨子 ナカムラマリコ

520-S 宮口崇成 ミヤグチヤスナリ

520-B 北川哲也 キタガワテツヤ

520-R 松居繁夫 マツイシゲオ

エイム カワウソ部 千寿由(せんじゅ

う)

フレッシュベジタブル×グロリアAC

チームクジラジェット

チーム岡野定

おっちゃとこの鉄人達

チーム ピンクリボン

MS尾山町

チームアリーナ

小松鉄人レース実行委員会

見沼はらぺこラン

根上工業駅伝部トライアスロン課

KTC Ladies

北陸新幹線

ちーむ☆市民

CPCトライズ

三度目の正直

ツエーゲン木越

The Turkey ‘s

TRC

KATO



番号 氏名 読み チーム

521-S 中村 将之 ナカムラ　マサユキ

521-B 中村 吉宏 ナカムラ ヨシヒロ

521-R 中村 はる美 ナカムラ　ハルミ

522-S 吉澤 桂子 ヨシザワ　ケイコ

522-B 山崎 翔一 ヤマザキ　ショウイチ

522-R 西田恵 ニシダ　メグミ

523-S 北又 大樹 キタマタ　ヒロキ

523-B 角口 正浩 カドグチ　マサヒロ

523-R 高橋 裕之 タカハシ　ヒロユキ

524-S 腰裕人 コシヒロト

524-B 本間智樹 ホンマトモキ

524-R 米田和人 ヨネダマサト

525-S 松本 雅予 マツモトマサヨ

525-B 谷口ひとみ タニグチヒトミ

525-R 一谷真澄 イチタニ　マスミ

526-S 中島将司 ナカジマショウジ

526-B 山本正道 ヤマモト　ナオミチ

526-R 浦西篤志 ウラニシアツシ

527-S 本野洋至 モトノヒロユキ

527-B 荒木樹 アラキタヅル

527-R 広瀬　敏 ヒロセ　サトシ

ガレージ　ななお

Night　Bours　RT

なかむら家

翔んでさいたまwithのとじま

丸井織物B

サイクルショップカガ

チーム　アスロン


