
スタートリスト

MA

10:30:00 (110) 野田　昌太郎 名大OLC
10:31:00 (122) 嶋岡 雅浩 OLCルーパー
10:32:00 (123) 中村　浩之
10:33:00 (118) 堀尾　健太郎 名大OLC
10:34:00 (115) 今泉　将 名大OLC
10:35:00 (114) 是永　大地 名大OLC
10:36:00 (48) 谷川　聖彦
10:37:00 (53) 大村拓磨 OLCルーパー
10:38:00 (116) 横田　智也 名大OLC

M18

11:12:00 (73) 服部　柾宏 東海高校
11:13:00 (65) 中川　豪 東海高校
11:14:00 (66) 杉浦　弘洋 東海高校
11:15:00 (69) 羽田　拓真 東海高校
11:16:00 (78) 茶納　大輝 東海高校
11:17:00 (76) 森清　星也 東海高校
11:18:00 (70) 羽藤　大晴 東海高校
11:19:00 (71) 小林　弘汰 東海高校
11:20:00 (74) 中村　友哉 東海高校
11:21:00 (68) 阪井　政文 東海高校
11:22:00 (77) 野村　晃司 東海高校
11:23:00 (79) 岩田　英明 東海高校
11:24:00 (72) 柴田　涼平 東海高校
11:25:00 (75) 岩味　桜祐 東海高校
11:26:00 (67) 祖父江　有祐 東海高校

M35

10:30:00 (17) 鵜飼須彦 ＯＬＣルーパー
10:31:00 (47) 高橋　良和
10:32:00 (103) 宮崎　敦司 （無所属）
10:33:00 (5) 加藤以千弘 岡崎OL協会
10:34:00 (45) 杉山　洋平 三河OLC



10:34:00 (45) 杉山　洋平 三河OLC
10:35:00 (12) 赤井　秀和 静岡OLC
10:36:00 (120) 半田　太郎 博多OLC
10:37:00 (102) 大野　聡生 東海中学校
10:38:00 (46) 加藤　丈晴
10:39:00 (36) 福井　直樹 OLP兵庫
10:40:00 (32) 須藤　かおる 入間市OLC
10:41:00 (40) 石原　基宏

M50

10:39:00 (38) 青木　健司 さまよい隊
10:40:00 (64) 冨田昭則
10:41:00 (106) 飛松　淳一 ＯＬＣレオ
10:42:00 (18) 佐藤　公男 石岡ＴＲＣ
10:43:00 (37) 桑山　朋巳 三河ＯＬＣ
10:44:00 (39) 水野　弘章 東海東京OLC
10:45:00 (105) 加藤　昭治 なし
10:46:00 (49) 落合公也 OLCルーパー
10:47:00 (21) 大原一由 中京OC
10:48:00 (20) 野田良雄 中京OC
11:31:00 (126) 牧戸　和之

WA

10:57:00 (111) 長崎　早也香 名大OLC
10:58:00 (112) 藤井　菜実 椙山女学園大学
10:59:00 (117) 橋爪　佳菜子 椙山女学園大学
11:00:00 (56) 横山　莉沙 ＯＬＣルーパー
11:01:00 (119) 半田　博子 博多OLC
11:02:00 (44) 伊東　佑子 OLCルーパー
11:03:00 (50) 落合志保子 OLCルーパー
11:04:00 (113) 河村　優花 名大OLC

M15

11:07:00 (83) 片岡　勇仁 東海中学校
11:08:00 (82) 竹島　雅文 東海中学校
11:09:00 (93) 生田　真大 東海中学校
11:10:00 (86) 深石　大 東海中学校



11:11:00 (92) 石川　嵩琉 東海中学校
11:12:00 (97) 桒原　大雅 東海中学校
11:13:00 (98) 中村　晃 東海中学校
11:14:00 (96) 稲垣　匠二 東海中学校
11:15:00 (90) 小山　竜正 東海中学校
11:16:00 (95) 藤原　考太郎 東海中学校
11:17:00 (81) 熊澤　拓飛 東海中学校
11:18:00 (94) 早川　正真 東海中学校
11:19:00 (100) 岩崎　壮馬 東海中学校
11:20:00 (88) 中村　太亮 東海中学校
11:21:00 (99) 米田　凌梧 東海中学校
11:22:00 (101) 森　創之介 東海中学校
11:23:00 (87) 星野　蒼太 東海中学校
11:24:00 (91) 早川　颯亮 東海中学校
11:25:00 (80) 河井　耀 東海中学校
11:26:00 (84) 杉浦　文哉 東海中学校
11:27:00 (85) 長岡　佑亮 東海中学校

11:28:00 (35) 福井　陽貴
加西市立加西中
学校

11:29:00 (89) 渡邊　裕太 東海中学校
11:30:00 (127) 牧戸　悠生

M65

10:54:00 (107) 新家秀男 中京OC
10:55:00 (28) 船戸温郎 愛知OLC
10:56:00 (29) 藤田和男 浜松ＯＬＣ
10:57:00 (57) 坂本　清光 岡崎OL協会
10:58:00 (41) 小橋　至 浜松OLC
10:59:00 (6) 新見　守 三河OLC
11:00:00 (15) 内藤　ヒロオ アルパでオメガ
11:01:00 (22) 粟野義明 春日井市
11:02:00 (8) 小幡昭次 三河OLC
11:03:00 (30) 永井昇 三河OLC
11:04:00 (26) 小川晃弘 ファミリーOLC
11:05:00 (13) 山本博司 ES関東クラブ
11:06:00 (43) 岡野　英雄 愛知ＯＬＣ
11:07:00 (42) 佐藤　政明



W18

W35

10:51:00 (33) 須藤　友絵 入間市OLC
10:52:00 (121) 三井　由美 三河OLC
10:53:00 (55) 青野　京子

W15

10:50:00 (51) 落合英那 OLCルーパー

W50

11:11:00 (16) 長瀬朋子 つるまいOLC

W65

11:08:00 (14) 山本陽子 ES関東クラブ
11:09:00 (24) 鈴木幸子 ファミリーOLC

11:10:00 (63) 福田瑞恵
石川県ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝ
ｸﾞ協会

MB

10:49:00 (58) 牧野　義典 なし
10:50:00 (109) 大坪穂高
10:51:00 (25) 野村弘毅
10:52:00 (1) 衛藤　裕二
10:53:00 (9) 岡田国彦 愛知OLC
10:54:00 (11) 近藤正文 ルーパー
10:55:00 (124) 伊藤拓美
10:56:00 (125) 杉森 憲文 ファミリーOLC

WB

11:05:00 (54) 青野　幸子
11:06:00 (23) 粟野栞 春日井市

MN



10:47:00 (59) 牧野　峻也 なし
10:48:00 (3) 衛藤　丈
10:49:00 (104) 村上　友浩 なし

WN

10:42:00 (61) 牧野　真美 なし
10:43:00 (60) 牧野　響香 なし
10:44:00 (2) 衛藤　智美
10:45:00 (7) 飯沼　友梨
10:46:00 (52) 落合美那 OLCルーパー

G

(4) 櫛田紀子
(10) 黒川康子
(19) 西山　真智
(27) 鈴木彩香 ファミリーOLC
(31) 山崎聡
(34) 須藤　元 入間市OLC
(62) 中島真一
(108) 田中　佳織


