
No 名前 性別 年齢 都道府県 チーム名

1001 赤松　普宣 男 51 兵庫県

1002 安芸　博仁 男 47 兵庫県

1003 浅野　淳 男 26 北海道 Re Sweet Sister

1004 天野　順二 男 51 兵庫県 猛虎2号

1005 石田　尚之 男 40 兵庫県

1006 岩田　浩和 男 51 兵庫県

1007 岩本　勝治 男 50 大阪府

1008 宇治田　敏 男 47 大阪府 YTT大阪支部

1009 大浦　駿也 男 22 兵庫県

1010 大澤　敏雄 男 48 京都府

1011 太田　雄 男 54 大阪府

1012 太田　利一郎 男 69 大阪府 生駒の山賊

1013 小野田　誠也 男 43 東京都 竜太錬

1014 亀田　俊幸 男 56 兵庫県 猛虎亀田

1015 川口　昌人 男 51 兵庫県

1016 桑原　正彦 男 57 東京都

1017 重森　堅士 男 39 大阪府 オボッチャンズ

1018 関　隆之 男 37 鳥取県 米子アイスホッケークラブ

1019 関野　肇 男 56 大阪府

1020 高野　慎一 男 50 大阪府 ウィンドアップ

1021 高橋　一夫 男 63 千葉県 加波一族

1022 高橋　肇 男 57 大阪府 ルネサス北伊丹

1023 高濱　慶太 男 34 兵庫県

1024 玉川　哲郎 男 54 兵庫県

1025 中水　康裕 男 59 兵庫県

1026 中村　考佑 男 21 兵庫県

1027 荷宮　和生 男 49 大阪府

1028 長谷川　秀一 男 45 兵庫県 WindRun

1029 浜口　寛 男 57 兵庫県

1030 林田　開 男 32 大阪府

1031 土方　和弘 男 42 東京都 森の路

1032 フォレスト　ステファン 男 47 神奈川県 SC丹沢秦野

1033 福永　隼也 男 31 兵庫県

1034 福原　康弘 男 48 兵庫県 日岡ワラーチ会

1035 藤原　敬光 男 47 兵庫県

1036 古川　宗治 男 44 奈良県

1037 松尾　憲 男 47 兵庫県 ROLLOUT

1038 万庭　浄 男 65 兵庫県 蒜山鉄人倶楽部

1039 水越　友洋 男 47 東京都 六本木ロケッツ

1040 宮崎　康一 男 54 兵庫県 Shioya　Mountain　Club

1041 森　徹郎 男 39 大阪府

1042 森田　一彦 男 56 兵庫県 コープこうべ

1043 山口　勝美 男 67 大阪府

1044 山本　俊夫 男 72 兵庫県

1045 結田　明博 男 48 愛媛県

1046 横山　明人 男 56 兵庫県

1047 浅野　由紀 女 53 大阪府 ナイトランＡＣ

1048 大西　直美 女 51 鳥取県 ランブータン
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1049 大原　晶子 女 57 栃木県 福知山ＪＣ

1050 小澤　真紀 女 49 大阪府

1051 加藤　優 女 34 大阪府

1052 萱澤　茂美 女 59 大阪府

1053 川嶋　美青 女 54 東京都

1054 塩見　光子 女 56 京都府 福知山JC

1055 鈴木　彩子 女 35 大阪府 ガンバフンバ

1056 竹田　佳世子 女 45 三重県 チームつっちー

1057 田原　葉子 女 46 広島県

1058 垂水　恵光 女 53 兵庫県 兵庫五区RC

1059 塚本　まさみ 女 50 大阪府

1060 冨野　智恵子 女 49 大阪府

1061 長田　雅子 女 50 大阪府

1062 中村　晶子 女 46 愛知県 チーム伊勢神宮

1063 三浦　佐知子 女 42 大阪府 ガンバフンバ

1064 宮川　尚子 女 31 大阪府

1065 望月　郁子 女 46 兵庫県

1066 森川　尚美 女 61 兵庫県 ガンバフンバ

1067 森嶋　志津子 女 55 東京都

1068 山崎　加代 女 42 東京都

1069 成瀬　康夫 男 41 神奈川県


