
クラス № 選手 クラス № 選手

ノービス　３０＋ 7 山口大樹 エキスパート　３０＋ 87 関本慶太

ノービス　３０＋ 29 山口義宏

ノービス　３０＋ 86 佐藤　信 エキスパート　４０＋ 3 福本義久

ノービス　３０＋ 219 竹内祐司 エキスパート　４０＋ 5 小山　晃

ノービス　３０＋ 260 中島次郎 エキスパート　４０＋ 10 日野久仁宏

エキスパート　４０＋ 22 佐々木　伸

ノービス　４０＋ 23 礒　利行 エキスパート　４０＋ 107 鈴木一昭

ノービス　４０＋ 48 山﨑浩之 エキスパート　４０＋ 111 向井　努

ノービス　５０＋ 8 奥間政浩 エキスパート　５０＋ 02 工藤　厚

ノービス　５０＋ 11 安心院康浩 エキスパート　５０＋ 11 小川正行

ノービス　５０＋ 41 山崎省二

ノービス　５０＋ 45 渡辺憲治 エキスパート　６０＋ 4 青山昌和

ノービス　５０＋ 53 久保田誠治 エキスパート　６０＋ 9 齋藤　修

ノービス　５０＋ 238 柳本昌彦 エキスパート　６０＋ 583 古屋　昇

ノービス　５０＋ 516 岡田　薫

ノービス　５０＋ 520 堀込賢二郎 エキスパート　７０ over 75 古田信弘

ノービス　６０＋ 16 関田　進 ジャパンＶＥＴ　４０＋ 29 松田　強

ノービス　６０＋ 37 鈴木保志 ジャパンＶＥＴ　４０＋ 634 大内健八

ノービス　６０＋ 70 久保　守 ジャパンＶＥＴ　４０＋ 912 国立賢治

ノービス　６０＋ 85 三木幸夫

ノービス　６０＋ 171 神田隆博 ジャパンＶＥＴ　５０＋ 79 源治　篤

ジャパンＶＥＴ　５０＋ 112 尾形大作

ノービス　７０ over 71 松原孝一

ノービス　７０ over 222 森岡　進 ジャパンＶＥＴ　６０＋ 8 野口久雄

ノービス　７０ over 317 大山昌男 ジャパンＶＥＴ　６０＋ 9 齋藤　修

ジャパンＶＥＴ　６０＋ 12 岡部充博

インターミディエイト　３０＋ 29 山口義宏 ジャパンＶＥＴ　６０＋ 21 唐沢栄三郎

インターミディエイト　３０＋ 219 竹内祐司 ジャパンＶＥＴ　６０＋ 34 チャンドラー佐藤

ジャパンＶＥＴ　６０＋ 41 原口　衛

インターミディエイト　４０＋ 1 杉山裕之 ジャパンＶＥＴ　６０＋ 88 吉原朋正

インターミディエイト　４０＋ 5 三好篤志 ジャパンＶＥＴ　６０＋ 110 加藤木　桂

インターミディエイト　４０＋ 7 神保哲成 ジャパンＶＥＴ　６０＋ 130 伊田井佐夫

インターミディエイト　４０＋ 11 永野城康 ジャパンＶＥＴ　６０＋ 625 宮本英治

インターミディエイト　４０＋ 12 坂本　一

インターミディエイト　４０＋ 39 鈴木正憲 ジャパンＶＥＴ　７０ over 10 赤松　勝

インターミディエイト　４０＋ 117 門脇巧樹 ジャパンＶＥＴ　７０ over 51 富澤兼夫

ジャパンＶＥＴ　７０ over 75 古田信弘

インターミディエイト　５０＋ 88 廣木英明 ジャパンＶＥＴ　７０ over 78 新津栄一

インターミディエイト　５０＋ 500 ボブ　オオタニ

スーパー２ 3 福本義久

インターミディエイト　６０＋ 31 柴崎敏夫 スーパー２ 5 三好篤志

インターミディエイト　６０＋ 68 石井　進 スーパー２ 8 野口久雄

インターミディエイト　６０＋ 171 藤堂　豪 スーパー２ 34 チャンドラー佐藤

スーパー２ 56 井口有二

インターミディエイト　７０ over 70 山下慶治 スーパー２ 79 源治　篤

スーパー２ 90 升方好男

スーパー２ 500 ボブ　オオタニ



クラス № 選手

レボリューションⅠ 2 奥村俊雄

レボリューションⅠ 22 小嶋城一

レボリューションⅠ 110 野口晋祐

レボリューションⅡ 12 坂本　一

レボリューションⅡ 171 神田隆博

ヴィンテージ 02 高田　寛

ヴィンテージ 8 御幸　彰

ヴィンテージ 9 清水政徳

ヴィンテージ 12 堀口雅史

ヴィンテージ 22 小嶋城一

ヴィンテージ 53 久保田誠治

ヴィンテージ 443 鈴木義美

ヴィンテージ 514 北田　栄

ヴィンテージ 515 田村勝弘

ミニモトオープン 1 大内健八

ミニモトオープン 10 赤松　勝

ミニモトオープン 11 安心院康浩

ミニモトオープン 23 ペレイラ　マルセロ


