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優 145 99.5 ｸﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 日比 みのり 愛知 岩政 真理 岐阜

優 160 99.3 ｱﾙﾏ ｵﾌﾞ ｾﾝﾀｰ ｳﾞｨﾚｯｼﾞ ﾐﾊﾗ 中村 薫 広島 山縣 忠義 広島

優 114 99.0 ﾌﾟﾘﾝｾｽ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾊﾞﾝ 江連 俊司 千葉 杉田 竜馬 千葉

優 115 99.0 ｶｰﾘﾝ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 岩手 梅田 恭彦 岩手

優 163 99.0 ｴﾚﾅ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 吉田 裕幸 秋田 吉田 裕幸 秋田

Chg 優 142 98.9 ｶｽﾄﾙ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 谷本 雄謙 広島 山縣 忠義 広島

Chg 優 159 98.8 ﾙｲｽ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾎｶｲﾜﾄﾞ 佐藤 由美子 広島 阿部 弘明 奈良

Chg 優 137 98.7 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 中瀬 静紀 奈良 伊藤 賢一 愛知

Chg 優 166 98.6 ﾏｲﾅ ｵﾌﾞ ｲｰｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 東山 勲 石川 東山 勲 石川

Chg 優 101 98.5 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 小畠 章二 広島 二星 卓哉 広島

Chg 優 147 98.5 ﾌｧｲﾄ ﾌｫﾝ ﾖﾅｺﾞ ｶﾜﾓﾄ 河本 弘文 鳥取 阿部 弘明 奈良

Chg 優 136 98.4 ｸｾﾆｵｽ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 黒田 明 京都 黒田 明 京都

Chg 優 110 98.2 ｴﾙｻ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 原 泰雄 広島 二星 卓哉 広島

Chg 優 167 98.1 ﾒｯｷｰ ｵﾌﾞ G.T.R 徳永 清美 ⾧野 島田 薫 栃木

Chg 優 133 98.0 ﾋﾟｭｰﾚ ﾌｫﾑ ﾈｰﾍﾞﾙ ﾄﾞﾙﾌ 坂元 正廣 鹿児島 開田 宏 熊本

Chg 優 188 98.0 ｴﾐﾘｰ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 浦部 安弘 愛媛 浦部 安弘 愛媛

Chg 優 189 98.0 ｷｬﾛﾙ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 田倉 成幸 和歌山 田倉 成幸 和歌山

Chg 優 191 98.0 ｶｽﾃﾗ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 菅原 恭子 茨城 菅原 恭子 茨城

Chg 優 109 97.9 ｱﾓﾝ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 小林 素和 愛知 小林 玄太 愛知

Chg 優 151 97.9 ｻｸｾｽ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 塩見 聰 兵庫 山縣 忠義 広島

Chg 優 130 97.7 ｶﾙﾒﾝ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 伊藤 敦子 兵庫 嶋澤 純代 兵庫

Chg 優 138 97.7 ｱﾙﾅ ｵﾌﾞ ｷｼｭｰ ﾊﾋﾟﾈｽ 花尻 好司 三重 嶋澤 純代 兵庫

Chg 優 169 97.5 ﾄﾞﾛｼｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 髙橋 千鶴子 秋田 渡部 直哉 秋田

Chg 優 173 97.5 ﾋﾞｯｸ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 小林 新二 福島 小林 新二 福島

Chg 優 174 97.4 ｸｳﾞｪﾗ ﾌｫﾝ ﾏﾂﾓﾄ ｱｶｻﾞﾜ 赤澤 敬造 ⾧野 島田 薫 栃木

Chg 優 154 97.1 ﾕﾙ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 遠山 景行 ⾧野 遠山 景行 ⾧野

Chg 優 122 96.9 ﾕｯｶ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 坂本 郁子 青森 松井 義純 青森

Chg 優 124 96.8 ﾌﾗｲｱ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ 小林 素和 愛知 山田 侑里 愛知

Chg 優 129 96.8 ﾌﾚｱ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岩木 和裕 広島 二星 卓哉 広島

Chg 優 121 96.1 ｲｰｸﾞﾙ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 小松 節子 広島 二星 卓哉 広島

Chg 優 139 95.4 ｷｬﾛﾙ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 磯野 稔 愛知 湊 臣正 岐阜

Rch 優 132 94.6 ｶﾞｲﾛ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 扇谷 泰之 奈良 鈴木 菜緒 奈良

Rch 優 135 94.6 ﾊｲｼﾞ II ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 松島 久嗣 福井 大森 弘士 奈良

Rch 優 148 94.4 ｱﾝｼﾞﾗ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 伏岡 利恵 広島 伏岡 利恵 広島

Rch 優 118 94.3 ﾐﾙﾀﾞ ｵﾌﾞ ｱｳﾄｻｲﾀﾞｰ 岡田 裕実 東京 古海 正城 千葉

Rch 優 123 93.8 ｹｲﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 西尾 素実 兵庫 嶋澤 純代 兵庫

Rch 優 103 93.5 ﾃﾞｭｰｸ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 髙島 孝幸 青森 松井 義純 青森

Rch 優 172 93.3 ｱﾝﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ｴﾑｽﾞ A ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 飯島 恵子 ⾧野 北林 弥生 ⾧野

Rch 優 150 93.2 ﾍﾞﾃｨｰ ｵﾌﾞ ｱﾜ ﾅｶﾆｼ 村橋 賢二 徳島 村橋 賢二 徳島

Rch 優 184 93.1 ﾌﾗｲｱ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 淀瀬 忠彦 広島 淀瀬 忠彦 広島

Rch 優 108 92.9 ﾊﾘｰ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 青原 恭弘 和歌山 青原 恭弘 和歌山

Rch 優 186 92.3 ｺﾆｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 吉田 しのぶ 広島 吉田 しのぶ 広島

Rch 優 152 91.4 ｸｾﾆｱ ﾌｫﾝ ｲｸﾊｼ ｷｼﾞﾏ 小田原 員人 宮崎 小田原 員人 宮崎

Rch 優 126 90.9 ﾍﾞｯｷｰ ｶｷﾃ ｵﾌﾞ M2 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 柿手 正 島根 宮本 美穂子 鳥取

Rch 優 143 90.2 ﾚﾓ ﾂｰ ﾃﾞﾝ ﾍﾞﾙｼﾞｰｹﾞﾝ ﾍﾞﾙﾝ 白江 淳郎 大阪 西垣 堅志 大阪

特良 182 87.7 ﾄﾞﾝ ﾌｫﾑ ｱｲﾝｽ ｴｰﾍﾞﾝﾊｲﾄ 矢口 健治 茨城 矢口 健治 茨城

特良 185 87.5 ﾏｲﾛ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 群馬 須永 武博 群馬

特良 111 87.3 ｸﾗﾗ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 小笠原 知子 北海道 松井 義純 青森

特良 125 86.6 ﾑｰﾄ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 山口 幸代 京都 藏 ひろみ 京都

特良 181 86.2 ｱﾌﾟﾛﾃﾞｨﾀ ﾌｫﾑ ｽﾞｰﾃﾞﾝ ﾍﾞﾙｸ 保科 信治 京都 保居 宏 京都

特良 104 85.7 ｼｬﾈﾙ ｵﾌﾞ ﾆｭｰ ｽﾌｨｰﾀﾞ 藤岡 めぐみ 秋田 梅田 恭彦 岩手

特良 112 85.2 ｾﾞﾉ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 河原 範子 愛知 小森 薫 愛知
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特良 146 83.5 ｴﾙ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 藤井 喜代春 京都 藤井 喜代春 京都

特良 192 82.0 ﾆｳﾞｫ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川崎 大 群馬 須永 武博 群馬

良 107 76.0 ﾙｯｾﾙ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ｻｲﾄｰ 若山 実 広島 神田 まるみ 広島

良 156 73.2 ﾉｴﾗ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 川本 徳美 北海道 大沼 由二 北海道

良 178 72.5 ﾎｲｯﾄﾆｰ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 内山 栄蔵 ⾧野 内山 栄蔵 ⾧野

良 168 70.7 ﾊｲｴｰｽ ｵﾌﾞ ﾄﾞｰｹｼｿｳ 関 一雄 山形 峯田 武美 山形

155 69.7 ﾌﾞﾘｯｸｽ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 松居 哲也 京都 松居 哲也 京都

161 61.1 ｲﾙｻﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ ⾧門 美希 和歌山 ⾧門 美希 和歌山

164 59.7 ﾃﾞｨｰﾝ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 鈴木 博房 茨城 鈴木 博房 茨城

157 53.1 ｴﾘｰ ｵﾌﾞ ｳｨﾝﾄﾞ ﾌﾛﾑ ｻｻﾞﾝ ｼｰ 藤本 芳成 兵庫 藤本 芳成 兵庫

190 50.0 ﾌｧﾙﾅ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｳﾇﾏ 半澤 清三郎 福島 今村 博美 広島

117 49.0 ﾌﾞﾛｰﾆｰ ｵﾌﾞ ﾛｼﾞｰﾀﾞ 51 南波 大二郎 愛知 佐合 智絵 愛知

102 47.6 ﾀﾞﾆｴﾙ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 佐々木 法弘 香川 川西 忠昭 香川

149 40.0 ﾓﾘｰ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 新倉 弥生 北海道 新倉 謙吾 北海道

177 37.5 ﾃﾞﾗ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 佐藤 隆行 栃木 伊藤 卓 栃木

105 36.4 ﾌﾞﾙﾉﾙﾌ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 金井 弘行 栃木 池上 裕二 栃木

180 29.8 ｴﾐﾘｰ ﾌｫﾝ ﾄﾁｷﾞ H. ｹﾝ 松山 英一 ⾧野 此経 友美 栃木

144 26.2 ｱｯﾀﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞﾝ ﾊｳｽ 酒井 増吉 兵庫 藤江 昭仁 兵庫

106 23.9 ｱﾝ ﾌｫﾝ ﾂｶﾞﾙ ﾃﾙ 鈴木 章司 青森 鈴木 章司 青森

165 20.6 ｱｰﾙ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 上村 智晶 北海道 大沼 由二 北海道

175 20.4 ﾌﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 奥山 富美夫 山形 峯田 武美 山形

158 20.0 ﾌﾞﾙﾝﾈ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ 杉山 和平 静岡 杉山 和平 静岡

120 17.7 ﾃﾞﾙﾝﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 小林 素和 愛知 信達谷 美帆 愛知

128 16.0 ﾃﾞﾆｽ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 西野 みゆき 茨城 梅田 恭彦 岩手

113 14.7 ｼﾙﾄ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ 岩瀬 可南子 神奈川 甲斐 美和子 埼玉

153 14.7 ﾂｨｰﾀ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 米田 馨 青森 米田 馨 青森

176 14.7 ｵﾊﾟｰﾙ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 浅見 行助 埼玉 浅見 行助 埼玉

141 14.5 ｱｷﾞｰ ｵﾌﾞ ｱﾜ ﾅｶﾆｼ 辻 加代 徳島 村橋 賢二 徳島

116 14.0 ﾉﾄﾍﾙﾑ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ 小楠 真由美 埼玉 里川 ひろみ 埼玉

140 14.0 ｱﾝﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ 池田 美子 静岡 杉山 和平 静岡

171 13.8 ｸﾞﾚｰｼｬｰ ｵﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾎﾞｯｸｽﾄｩﾘｰ 髙野 哲一 静岡 髙野 哲一 静岡

127 13.5 ｱﾙﾊﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 田上 健 宮城 田上 健 宮城

162 12.0 ﾀﾞｲｽｹ ﾌｫﾝ ｸﾗｲﾝ ﾗﾘﾏｰ 眞中 隆 茨城 眞中 隆 茨城

170 7.6 ｸｾﾙｸｾｽ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 大谷 典子 奈良 山内 未央 大阪

134 3.0 ｱﾄﾗｽ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 外和 信弘 青森 外和 信弘 青森

179 3.0 ﾙﾋﾞｰ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾖｼﾐ 藤原 典子 兵庫 大谷 直矢 兵庫

131 2.5 ｱｰｻｰ ﾌｫﾝ ﾊｳｽ ｸｾﾆｴ 山本 明子 大阪 山本 明子 大阪

187 2.0 ﾍﾞｽ ｵﾌﾞ ﾗﾋﾞ ｼｭｰﾌﾟﾘｰﾑ 古宮 祥貴 千葉 山口 京子 千葉

119 0.0 ｵｯｼｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ 堀内 壽子 埼玉 阿利 直也 埼玉


