年齢

M1

順位

選手名

年齢

順位

渡辺寿徳 (福岡県)

1

卜部秀幸 (愛知県)

2

松原勝利 (高知県)

2

横山孝信 (石川県)

3

鈴木淳 (東京都)

3

大塚俊彦 (埼玉県)

惣田充 (神奈川県)

3

3

牧岡卓 (神奈川県)

長田忠 (東京都)

阿古裕弘 (奈良県)

小松 広典 (滋賀県)

八木正爾 (三重県)
中川博文 (兵庫県)

M6

1

中田浩 (高知県)

2

草野成剛 (福岡県)

土谷勝広 (千葉県)

3

荒井功 (東京都)

倉野祐一 (岐阜県)

笹谷敏明 (北海道)

仲野兼夫 (神奈川県)

井上省司 (千葉県)

平井敏雄 (兵庫県)

高橋一昭 (千葉県)

本田信裕 (神奈川県)

谷川真也 (東京都)

一言力 (静岡県)

M2

太田明男 (神奈川県)

進藤仁 (東京都)

高橋信二 (岩手県)

林正拓 (東京都)

1

足羽裕二 (兵庫県)

斎藤康則 (東京都)

2

神園修一 (東京都)

1

桧山尚浩 (福岡県)

3

吉成隆杜 (東京都)

2

栗原則充 (山形県)

3

浅田三男 (神奈川県)

3

小坂重人 (秋田県)

久保雅昭 (東京都)

3

KingJason (NZ)

三上貴士 (東京都)

伊藤雅晴 (千葉県)

吉永豊貴 (大阪府)

山本典実 (愛知県)

守屋榮吉 (岩手県)

緒方正憲 (福岡県)

伊賀信義 (山口県)

長谷川靖浩 (千葉県)
古川克二 (滋賀県)

M3

松山幸二 (神奈川県)

M7

馬場猪虎雄 (兵庫県)

福田博邦 (宮崎県)

坂東雅邦 (千葉県)

三浦武彦 (東京都)

佐々木安廣 (岩手県)

中川隆 (大阪府)

宮脇政美 (香川県)

久保和也 (大阪府)

大森伸洋 (群馬県)

長谷川浩 (宮城県)

西谷博一 (東京都)

原口正秀 (福岡県)

長谷川敬 (千葉県)

信國文孝 (福岡県)

上木保男 (千葉県)

Palsey-Townsend Khan (NZ)

森啓充 (大阪府)

Kirk Paul (NZ)

西川求 (神奈川県)

1

甲能武 (大阪府)

1

本多喬 (新潟県)

2

森本正則 (滋賀県)

2

池田正男 (兵庫県)

3

北条博嗣 (高知県)

3

堤貞介 (北海道)

喜多康之 (大阪府)

3

3

窪田智之 (愛知県)
平野健太郎 (千葉県)

西尾勝彦 (奈良県)
M8

Culling Graeme (NZ)

西村一晃 (滋賀県)

山田雅弘 (宮崎県)

川野明彦 (千葉県)

河西秀明 (静岡県)

野口修 (大阪府)

葛西正臣 (北海道)

鈴木禎 (埼玉県)

山城武史 (京都府)

白田秀行 (茨城県)

役田英穂 (埼玉県)

渋谷和志 (東京都)

宮崎公夫 (兵庫県)

1

小池雅彦 (埼玉県)

1

今里宏一郎 (東京都)

2

畑中孝一 (青森県)

2

LittlewoodRick (NZ)

3

田所 英幸 (栃木県)

3

工藤博義 (神奈川県)

髙橋洋一 (埼玉県)

3

3

水野博介 (愛知県)
前澤一吉 (東京都)
佐々木政彦 (埼玉県)

M5

伊藤久雄 (千葉県)

M9

小嶋博美 (愛知県)
清水常雄 (新潟県)

青木浩二 (埼玉県)

野島圭介 (新潟県)

南出敦生 (和歌山県)

栗本忠弘 (大阪府)

村上和男 (宮崎県)

石川厚二 (東京都)

鍵山裕久 (東京都)

福盛田立明 (神奈川県)

渡辺 孝之 (千葉県)

1

栗村曜似 (滋賀県)

中山章司 (香川県)

2

奈良澄 (愛知県)

中野眞利 (大阪府)

M10

3

若月良夫 (新潟県)

重森敏行 (愛媛県)

森本唯行 (神奈川県)

児島恭司 (岐阜県)
小池伸治 (神奈川県)
選手名
1 ReedyEaster (NZ)
2 榮弘子 (東京都)
1 木下京子 (宮崎県)

山本健夫 (東京都)
岡田庫次郎 (兵庫県)

佐々木裕二 (長崎県)

順位

清水勝彦 (神奈川県)
鬼柳一宇 (岩手県)

飯塚雅彦 (群馬県)

片岡也崇志 (埼玉県)

F5

五十嵐徳英 (千葉県)
西久保博信 (神奈川県)

石松浩行 (千葉県)
M4

F3

小野三典 (千葉県)

向井一浩 (東京都)

高橋俊博 (千葉県)

年齢

選手名

1

1
M11

M12

高橋勘十 (岩手県)

2

原田照夫 (埼玉県)

3

中山孝行 (富山県)

1

太田尚允 (青森県)

2

美濃岡清三郎 (兵庫県)

