
2023　中部選手権年間指定ＮＯ 2023/1/31

国内Ｂ級 国内Ｂ級 国内Ｂ級
ｾﾞｯｹﾝ 氏名 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 ｾﾞｯｹﾝ 氏名
01 岡本 英仁 39 楠　貴裕 1 中川 瑠菜 1 千野 修平 43 高木 悟光 85 斎藤 英一
02 奥野 翼 40 伊庭弘明 2 鈴木　利和 2 富田 正義 44 片桐 政憲 86 尾関 勝雄
03 鈴木 誠人 41 池ノ谷基人 3 家本 俊英 3 中西 公彦 45 鈴木 猛司 87 櫻井 優羽
04 五島 健太 4 山森 あゆ菜 4 池田 孝光 46 吉澤 文彦 88 森田 浩司
1 松井 寛 5 戸田　誠 5 堀池 英人 47 山本 和馬 89 岩波 勇次
2 吉平 正男 6 石丸 大賀 6 寺澤 廸志 48 増田一臣 90 山本 智行
3 古市 光 7 林 直人 7 長谷川 翔馬 49 村上 和貴 91 服部 一樹
4 大櫃 千明 8 宮下 栄次 8 滝澤 諒 50 浅見 佳樹 92 高柳 仁史
5 元吉 裕一 9 浅野 大輔 9 千葉 良平 51 大岩 保則 93 良知 輝明
6 中村 雄樹 10 楠 玲美 10 黒岩 洋 52 宮川 浩記 94 高野 直久
7 三谷 知明 11 久村 隆夫 11 小渕 颯輝 53 小川 圭 95 大須賀 康三
8 浅野 公信 12 清水 忍 12 鈴木 泰 54 花木 勇人 96 市川 欣運
9 山田 和樹 13 西川 昌宏 13 鈴木 崇史 55 武内 徳保 97 萩原 俊二
10 垣内 勇人 14 羽場 要 14 浅野 史久 56 林 聡希 98 早川　正
11 山田 敬典 15 斉藤 和満 15 永井 太希 57 松田 雅志 99 杉山 良和
12 河田 大助 16 奥村 慶司 16 勅使 正輝 58 鬼頭 辰夫 100 井出 雅久
13 辻本 雄河 17 福田 考晃 17 山本 礼人 59 本津 拓也 101 小山 貴弘
14 小倉 功太郎 18 市川 正尚 18 伊藤 喜巳 60 中貝 勇輝 102 宮原 康平
15 伊藤 準 19 澤田 伸哉 19 堀畑 久和 61 平賀 学 103 小笠原 治
16 天田 昇平 20 金子 俊介 20 山本 達也 62 杉原 歩 104 磯村 愛

17 井上 賢司 21 佐野川 裕作 21 相羽 博文 63 舟橋 慎二 105 西村 優近
18 深谷 健治 22 乗松 佑紀 22 野田 翔大 64 塩見 拓巳 106 近藤 勝彦
19 近藤 岳彦 23 加古 智久 23 稲垣 剛 65 石川 朝雄 107 酒井 孝治
20 宮川 崇 24 小倉 暁 24 高橋　貢 66 長 克三 108 上條 康司
21 水野 大冊 25 南 吉和 25 山下 和人 67 下嶋 真矢 109 船戸 洪一郎
22 石川 忠 26 寺内 敏家 26 山口 典詳 68 寺田 博美 110 川原 典久
23 古田 潤 27 京藤 一栄 27 澤井 育雄 69 池田 潔 111 森田 雄次
24 米沢 健 28 小林 実 28 大矢知 健 70 古澤 和彦 112 堀尾 享史
25 川岸 康太朗 29 古市 右京 29 爪田 哲生 71 近藤 義人 113 松井 伸学
26 大橋 正幸 30 中川 敬介 30 今健 人 72 三谷 将巳 114 宮沢拓雄
27 阿部 利弘 31 神谷 義春 31 島袋 光 73 猪倉 宏晃 115
28 袴田 浩一 32 相川 太郎 32 鍋田 健太郎 74 千種 通保 116
29 柴埼 由則 33 三輪 嘉彦 33 井上 陽一郎 75 枡田 勇 117
30 奥田 欽哉 34 望月 利紀 34 溝上 拓実 76 齊藤 修 118
31 寺田 太郎 35 米澤 ジェシカ 35 曽根 朗人 77 犬飼 誠至 119
32 岩田 稔 36 五島 沙樹 36 山口 剛史 78 宮澤 浩佑 120
33 松嶋 英治 37 宇土 忠夫 37 岡田 重幸 79 前田 将樹 121
34 中谷 博彦 38 小林 諒平 38 川口 了徹 80 高橋 大介 122
35 永久保 圭 39 39 川添 義弘 81 渡辺 隆広 123
36 岩間 隆介 40 40 藤田 智 82 豊田 優介 124
37 村田 隼 41 41 鵜木 美保 83 金田 拓典 125
38 寺田 智恵子 42 42 今田 盛 84 鈴木 寛二 126

国際Ｂ級 国内Ａ級国際Ｂ級



L&K 1 小倉 篤子

L&K 2 森田　智樹
L&K 3 森田　悦子

L&K 4 寺澤　心結

L&K 5 加藤 美津子

L&K 6 徳野 房江

L&K 7 磯村 愛

シニア 1 三谷 正次

シニア 2 千種 通保

シニア 3 舟橋 慎二

シニア 4 岩瀬 信康
シニア 5
シニア 6

トライ 1 枡田 勇

IA 50 中村 康平
IA 51 長嶋 克哉

IA 52 岩田 悟


