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優 99.8 212 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

優 99.8 221 ｸｾﾆｱ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾁﾊﾞ ｼﾗﾀ 山口 京子 千葉 山口 京子 千葉

優 99.8 259 ﾄﾞﾘｰﾑ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 秋本 洋子 兵庫 嶋澤 純代 兵庫

優 99.8 261 ｱﾒｼﾞｽﾄｸｨｰﾝ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 桑原 悦子 愛知 伊藤 賢一 愛知

優 99.8 271 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

Chg 優 99.7 217 ｸﾚｱ 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

Chg 優 99.7 263 ｷｬﾘｰ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 増田 順一 岡山 増田 順一 岡山

Chg 優 99.7 272 ｸｳﾞｨﾗｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 杉浦 成力 岐阜 岩政 真理 岐阜

Chg 優 99.7 279 ﾌｧﾝﾄ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岡重 達也 広島 山縣 忠義 広島

Chg 優 99.6 223 ﾅﾝｼｰ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 渡辺 浄治 広島 二星 卓哉 広島

Chg 優 99.6 237 ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 吉田 守 茨城 吉田 守 茨城

Chg 優 99.5 214 ｴﾙﾓ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 蜂谷 正男 岡山 阿部 弘明 奈良

Chg 優 99.3 215 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ 藤飯 加代 大阪 保居 宏 京都

Chg 優 99.3 252 ｱﾗﾝ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 林 久子 兵庫 松岡 里砂 兵庫

Chg 優 99.2 216 ﾌｨｶﾞﾛｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 小林 洋子 愛知 小林 洋子 愛知

Chg 優 99.1 213 ﾌﾞﾙｯｸ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 中井 嘉彦 奈良 島田 紀子 奈良

Chg 優 99.1 246 ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 今住 博勝 奈良 今住 博勝 奈良

Chg 優 99.1 256 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

Chg 優 99.0 268 ﾄﾞﾘｯｸｽ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 杉山 由記子 愛知 杉山 由記子 愛知

Chg 優 98.8 210 ﾏｲﾝﾊﾙﾄ ﾌｫﾝ ｼｺｸ ｲｼﾂﾞﾁｿｳ 川端 啓子 富山 島田 薫 栃木

Chg 優 98.7 234 ｼｪﾙ ｵﾌﾞ ﾄﾚｼﾞｬｰ ﾌｨｰﾙﾄﾞ 時政 寿子 大阪 時政 寿子 大阪

Chg 優 98.4 208 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

Chg 優 98.4 211 ﾊﾞﾛﾝ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 小林 素和 愛知 信達谷 美帆 愛知

Chg 優 98.3 230 ﾃﾞﾆｽ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 水谷 恵理子 三重 水谷 恵理子 三重

Chg 優 98.2 201 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 97.7 204 ﾏｲﾛ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 群馬 須永 武博 群馬

Chg 優 97.7 255 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 97.3 202 ｸｳﾞｧﾙﾂ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 小川 智子 大阪 阿部 弘明 奈良

Chg 優 97.3 275 ﾍﾞﾛｰﾅ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 半澤 清三郎 福島 大沼 由二 北海道

Chg 優 97.0 205 ﾊﾞｰﾝﾌﾞﾚｯﾋｬｰ ﾌｫﾝ ｺｺ ｶﾏﾀﾞ 堀内 壽子 埼玉 阿利 直也 埼玉

Chg 優 97.0 206 ﾗﾍﾞｵ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 橋本 清子 奈良 芦田 任巨 奈良

Chg 優 96.7 233 ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾏﾂｻｶ ｱｽｶ 太田 正隆 三重 大森 弘士 奈良

Chg 優 96.3 220 ｱﾝﾄﾞﾛﾒﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾏﾘｰｱﾝ ﾛｰｾﾞ 中原 哲史 和歌山 青原 依意子 和歌山

Chg 優 96.2 262 ｲﾌﾟｼﾛﾝ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 松田 亜紀 埼玉 松田 亜紀 埼玉

RCh 優 94.9 249 ｱﾄﾞﾙﾌ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 渡部 文一 福島 佐藤 聖美 福島

RCh 優 94.8 231 ｲﾝﾃﾞｨｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 三谷 博一 和歌山 三谷 博一 和歌山

RCh 優 93.5 207 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

RCh 優 93.5 258 ﾍﾞｽ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 境 史雄 愛知 境 史雄 愛知

RCh 優 93.2 244 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

RCh 優 92.1 251 ｴﾙﾄﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 田中 友子 北海道 田中 友子 北海道

RCh 優 91.8 240 ｸｻﾌｧ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 茨城 関本 幹人 栃木

特良 89.2 239 ｴｸﾞﾏｰﾙ 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

特良 84.6 257 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 84.4 219 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

特良 80.8 273 ﾉｱ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 細野 優子 長野 細野 優子 長野

良 76.5 227 ﾅﾀﾘｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 小林 素和 愛知 松村 聡美 愛知

64.5 238 ｼﾞｼﾞ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 菅原 恭子 茨城 菅原 恭子 茨城
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64.4 228 ｶﾞﾙｼｱ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ 橋本 坦 静岡 橋本 坦 静岡

60.0 254 ｶﾞｲﾛ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｻﾇｷ ﾐﾂｺ 有吉 秀樹 岡山 大道 克士 岡山

55.7 276 ｴﾘﾝﾃﾞ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 船本 善公 広島 吉田 しのぶ 広島

55.5 250 ﾉﾙﾏ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 鹿糠 光男 岩手 松井 義純 青森

55.4 243 ｴﾐｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 金野 伸明 岩手 松井 義純 青森

52.7 253 ﾚﾝﾂ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 谷 一孝 岐阜 湊 臣正 岐阜

52.7 260 ｱﾌﾞﾘｯﾋﾃﾝ ﾌｫﾝ ｺｺ ｶﾏﾀﾞ 北川 幸男 埼玉 北川 幸男 埼玉

51.8 274 ﾍﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾏﾂｻｶ ｱｽｶ 田﨑 大輔 大阪 西垣 堅志 大阪

38.8 269 ｷﾃｨｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 二星 卓哉 広島 澤 翔太 広島

34.5 266 ﾗｰ ﾌｫﾝ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ｼｭｳﾞｧﾈﾝ 山本 千絵 福岡 山本 千絵 福岡

34.4 209 ｼﾞｮｾﾌ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 小林 素和 愛知 吉川 ひかり 愛知

22.8 277 ﾃﾞﾗ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 佐藤 隆行 栃木 池上 裕二 栃木

21.8 264 ｶｰﾘﾝ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 新田 龍廣 兵庫 宮西 仁 兵庫

21.7 265 ﾗﾊﾞﾝ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 玉腰 佳弥 愛知 湊 臣正 岐阜

20.0 225 ｲﾔﾝ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 山下 まち子 京都 藏 ひろみ 京都

20.0 247 ｺｽﾄﾍﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 長門 美希 和歌山 長門 美希 和歌山

19.9 222 ｴｸﾞﾍﾞﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 伊藤 栄一 宮城 伊藤 栄一 宮城

19.8 203 ﾔﾌﾟｰﾗ ﾌｫﾝ ﾄﾛｰﾝ ﾌｫﾙｶﾞｰ 本郷 忠敬 宮城 川村 治彦 宮城

18.0 245 ﾊﾞﾛﾝ ﾌｫﾝ ﾄｸｼﾏ ﾀｹｲﾁ 中川 カズ子 広島 今村 博美 広島

17.0 235 ｱﾙﾋﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ 岩井 智二 栃木 岩井 智二 栃木

15.0 236 ｳｰﾃ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 小林 洋子 愛知 山田 侑里 愛知

14.0 218 ﾗﾝﾎﾞｰ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 飯田 祐弘 千葉 須永 武博 群馬

14.0 267 ﾊﾞﾛﾝ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 鈴木 博房 茨城 鈴木 博房 茨城

13.8 270 ﾄﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 増田 順一 岡山 山縣 忠義 広島

13.5 242 ﾄﾚｰﾙ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 阿部 明子 奈良 山本 明子 大阪

11.5 232 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ M2 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 伊藤 比奈子 京都 宮本 美穂子 鳥取

11.5 241 ｱﾚｽ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 伊深 新一 宮城 田上 健 宮城

7.0 229 ﾍﾞﾆ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 中田 道治 青森 中田 道治 青森

4.9 226 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


