
2019年度 ダブルス大会 エントリーリスト 2019/5/30

参加種目 MOP合計 MOP 選手名 フリガナ MOP 選手名 フリガナ

男子一般 2,568.0 600.0 安藤伸 アンドウシン 1,968.0 神田留尉 カンダルイ

男子一般 1,376.0 976.0 坂本匡史 サカモトマサフミ 400.0 小松碧 コマツアオイ

男子一般 1,131.3 653.3 中根彰吾 ナカネショウゴ 478.0 松森隆裕 マツモリタカヒロ

男子一般 1,026.9 730.0 和田恵知 ワダケイチ 296.9 今井謙太郎 イマイケンタロウ

男子一般 998.7 520.7 浜田敏 ハマダサトシ 478.0 松野純也 マツノジュンヤ

男子一般 946.0 453.0 石野友規 イシノトモノリ 493.0 堀順郎 ホリジュンロウ

男子一般 890.0 428.2 佐藤宏樹 サトウヒロキ 461.8 上野啓 ウエノハジメ

男子一般 729.5 302.0 太田雅博 オオタマサヒロ 427.5 渋谷一義 シブヤカズヨシ

男子一般 681.2 403.2 小澤弘雅 オザワヒロタダ 278.0 西尾秀一 ニシオシュウイチ

男子一般 670.8 291.1 中村祐二 ナカムラユウジ 379.7 山口晋 ヤマグチススム

男子一般 586.3 302.3 友近剛史 トモチカタケシ 284.0 松本忠司 マツモトタダシ

男子一般 585.0 321.3 安岡大介 ヤスオカダイスケ 263.7 佐藤克秀 サトウカツヒデ

男子一般 523.0 209.0 上野貴史 ウエノタカフミ 314.0 鎌田朋浩 カマタトモヒロ

男子一般 445.7 96.0 生駒雄次 イコマユウジ 349.7 伊藤友貴 イトウユウキ

男子一般 407.9 230.8 濱野治 ハマノオサム 177.2 大野隆博 オオノタカヒロ

男子一般 386.2 193.2 佐藤洋一 サトウヨウイチ 193.0 太田洋輔 オオタヨウスケ

男子一般 384.7 253.3 古賀隆嗣 コガタカシ 131.3 柴田慶悟 シバタケイゴ

男子一般 371.9 371.9 菊池憲司 キクチケンジ 0.0 坂本貴司 サカモトタカシ

男子一般 369.2 209.2 山河圭介 ヤマカワケイスケ 160.0 宮南太朗 ミヤナミタロウ

男子一般 367.5 164.5 木川眞 キカワマコト 203.0 藤由亨 フジヨシトオル

男子一般 357.0 293.0 青木真央 アオキマサヒロ 64.0 飯田真 イイダマコト

男子一般 338.3 156.8 平賀大嗣 ヒラガダイジ 181.5 阿部靖彦 アベヤスヒコ

男子一般 256.0 128.0 境野考浩 サカイノタカヒロ 128.0 中村修大 ナカムラシュウタ

男子一般 226.2 130.2 高橋創介 タカハシソウスケ 96.0 原文崇 ハラフミタカ

男子一般 224.0 128.0 北橋和幸 キタハシカズユキ 96.0 橋本一樹 ハシモトカズキ

男子一般 211.0 114.0 須藤靖之 スドウヤスユキ 97.0 鈴木一弘 スズキカズヒロ

男子一般 203.7 64.0 森岡秀治 モリオカシュウジ 139.7 水野耕平 ミズノコウヘイ

男子一般 202.5 97.0 小栗英治 オグリエイジ 105.5 小栗崇 オグリタカシ

男子一般 200.7 134.5 清光健太 セイコウケンタ 66.2 鈴木晶 スズキアキラ

男子一般 196.0 98.0 大田巧 オオタタクミ 98.0 福田浩一 フクダコウイチ

男子一般 174.0 174.0 千原卓也 チハラタクヤ 0.0 井本恭太郎 イモトキョウタロウ

男子一般 163.7 98.7 円谷武志 ツムラヤ武志 65.0 上方稔之 カミガタトシユキ

男子一般 162.3 81.2 遠藤孝平 エンドウコウヘイ 81.2 山口圭一 ヤマグチケイイチ

男子一般 151.3 151.3 高橋遼 タカハシリョウ 0.0 小黒夏圭 オグロナツヨシ

男子一般 151.2 1.0 上野史瑛 ウエノフミアキ 150.2 星浩 ホシヒロシ

男子一般 146.5 81.2 石野優弥 イシノユウヤ 65.3 松岡高希 マツオカコウキ

男子一般 146.3 129.3 村上半治郎 ムラカミハンジロウ 17.0 小杉司 コスギツカサ

男子一般 146.0 129.0 伊藤士竜 イトウシリュウ 17.0 伊藤励皇 イトウレオ

男子一般 142.8 142.8 松森裕大 マツモリユウダイ 0.0 横山慶太 ヨコヤマケイタ

男子一般 135.7 70.7 斉藤均 サイトウヒトシ 65.0 石井祐太 イシイユウタ

男子一般 129.3 129.3 吉武朋彦 ヨシタケトモヒコ 0.0 堀江和喜 ホリエカズキ

男子一般 128.2 64.2 岡田雅弘 オカダマサヒロ 64.0 横山史之 ヨコヤマフミユキ

男子一般 128.0 64.0 笠洋彰 リュウヒロアキ 64.0 谷口綾一 タニグチリョウイチ

男子一般 124.0 76.0 高橋知伸 タカハシトモノブ 48.0 西野裕亮 ニシノユウスケ

男子一般 123.8 91.8 菊池武臣 キクチタケオミ 32.0 四方田佳祐 ヨモダケイスケ

男子一般 123.0 71.5 小松勇一 コマツユウイチ 51.5 鏑木孝士 カブラキタカシ

男子一般 113.0 65.0 鴻巣貴弘 コウノスタカヒロ 48.0 桜井康雄 サクライヤスオ

男子一般 112.7 112.7 小出哲也 コイデテツヤ 0.0 青山椎名 アオヤマシイナ

男子一般 107.2 59.2 田中忠大 タナカタダヒロ 48.0 湯浅邦洋 ユアサクニヒロ

男子一般 106.7 10.7 山下和也 ヤマシタカズヤ 96.0 山下優 ヤマシタユウ

男子一般 103.8 102.8 品田和樹 シナダカズキ 1.0 濱田真之介 ハマダシンノスケ

男子一般 103.0 53.8 竹内智之 タケウチトモユキ 49.2 竹内智寛 タケウチトモヒロ
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男子一般 99.2 0.0 浅妻栄作 アサツマエイサク 99.2 松本英樹 マツモトヒデキ

男子一般 98.5 49.3 笹井栄治 ササイエイジ 49.2 木下将克 キノシタマサカツ

男子一般 97.0 49.0 三輪幸孝 ミワユキタカ 48.0 坂本将之 サカモトマサユキ

男子一般 96.0 59.7 齋藤豊 サイトウユタカ 36.3 大木陽介 オオキヨウスケ

男子一般 90.8 26.8 小林秀之 コバヤシヒデユキ 64.0 小口忠史 オグチタダフミ

男子一般 90.5 90.5 関直哉 セキナオヤ 0.0 八田浩昂 ハッタヒロタカ

男子一般 86.7 0.3 鈴木博貴 スズキヒロキ 86.3 細野武朗 ホソノタケオ

男子一般 85.3 52.3 田内宏直 タノウチヒロナオ 33.0 今橋三尚 イマハシミツヒサ

男子一般 68.2 34.2 宍戸弘之 シシドヒロユキ 34.0 長谷部奨 ハセベススム

男子一般 66.8 32.0 山川一青 ヤマカワイッセイ 34.8 品田幸雄 シナダユキオ

男子一般 65.0 65.0 細澤健吾 ホソザワケンゴ 0.0 平田浩一 ヒラタコウイチ

男子一般 63.3 57.8 五十畑慶一 イソハタケイイチ 5.5 伊勢拓郎 イセタクロウ

男子一般 50.2 43.7 北野裕介 キタノユウスケ 6.5 後藤将人 ゴトウマサト

男子一般 35.3 17.2 長谷川直人 ハセガワナオト 18.2 兼古知弥 カネコトモヤ

男子一般 32.0 32.0 荒川真夏 アラカワマナツ 0.0 古山立稀 フルヤマタツキ

男子一般 23.7 19.8 武田克人 タケダカツヒト 3.8 山本正浩 ヤマモトマサヒロ

男子一般 21.3 21.3 永見尊 ナガミタカシ 0.0 東享延 アズマキョウスケ

男子一般 15.2 12.8 木村直哉 キムラナオヤ 2.3 石川豊 イシカワユタカ

男子一般 8.8 1.0 横井孝紀 ヨコイユキノリ 7.8 佐川明彦 サガワアキヒコ

男子一般 6.7 0.2 才神誠 サイカミマコト 6.5 加藤正純 カトウマサズミ

男子一般 5.5 5.5 鈴木祐輔 スズキユウスケ 0.0 大野正樹 オオノマサキ

男子一般 4.0 2.0 家田浩司 イエダコウジ 2.0 村上善章 ムラカミヨシアキ

男子一般 2.3 1.0 中村潔 ナカムラキヨシ 1.3 丸山慶太 マルヤマケイタ

男子一般 2.2 1.2 内藤隆治 ナイトウリュウジ 1.0 清水一馬 シミズカズマ

男子一般 2.2 2.2 高橋黎 タカハシレイ 0.0 佐藤駿己 サトウシュンゴ

男子一般 2.0 1.0 鈴木莉央 スズキリオ 1.0 堀切柊 ホリキリシュウ

男子一般 2.0 1.0 野口悠 ノグチユウ 1.0 渡辺浩平 ワタナベコウヘイ

男子一般 1.2 0.2 若木浩行 ワカキヒロユキ 1.0 鈴木淳 スズキジュン

男子一般 1.0 1.0 鈴木良 スズキリョウ 0.0 鈴木颯 スズキハヤト

男子一般 1.0 1.0 高尾祐二 タカオユウジ 0.0 佐々靖彦 ササヤスヒコ

男子一般 0.2 0.2 谷津俊之 ヤツトシユキ 0.0 轟圭祐 トドロキケイスケ

男子一般 0.2 0.2 山本清二 ヤマモトセイジ 0.0 杉原一史 スギハラカズヒト

男子一般 0.0 0.0 安孫子恵典 アビコケイスケ 0.0 鏑木大輔 カブラキダイスケ

男子一般 0.0 0.0 木南誠司 コミナミセイジ 0.0 山崎健太 ヤマザキケンタ

男子一般 0.0 0.0 三瓶博夫 サンペイヒロオ 0.0 一戸忠道 イチノヘタダミチ

男子一般 0.0 0.0 高橋健吉 タカハシケンキチ 0.0 大野高志 オオノタカシ

男子一般 0.0 0.0 野島曉人 ノジマアキヒト 0.0 岡部良祐 オカベリョウスケ

男子一般 0.0 0.0 藤井健次郎 フジイケンジロウ 0.0 蓮見朋広 ハスミトモヒロ

男子一般 0.0 0.0 宮下卓也 ミヤシタタクヤ 0.0 平田真幸 ヒラタマサユキ

男子70歳以上 184.9 172.4 堀川道夫 ホリカワミチオ 12.5 西山俊紀 ニシヤマトシキ

男子70歳以上 63.0 63.0 赤間富士夫 アカマフジオ 0.0 坂巻健夫 サカマキタケオ

男子70歳以上 56.5 11.0 松下光男 マツシタミツオ 45.5 佐伯幸信 サエキユキノブ

男子70歳以上 36.2 36.2 武藤晴亮 ムトウセイスケ 0.0 太田耕三 オオタコウゾウ

男子70歳以上 26.0 13.3 伊藤章雄 イトウアキオ 12.7 佐藤誠 サトウマコト

男子70歳以上 25.0 21.5 原田博 ハラダヒロシ 3.5 大槻恵一 オオツキケイイチ

男子70歳以上 24.3 8.8 柳川肇 ヤナガワハジメ 15.5 佐々木太一郎 ササキタイチロウ

男子70歳以上 20.0 3.0 成田頼信 ナリタヨリノブ 17.0 井上公夫 イノウエキミオ

男子70歳以上 17.4 15.9 遠山義男 トオヤマヨシオ 1.5 安川潜次 ヤスカワセンジ

男子70歳以上 10.8 7.8 庄司國男 ショウジクニオ 3.0 荒江貞治 アラエサダハル

男子70歳以上 9.0 8.0 稲岡教一 イナオカキョウイチ 1.0 藤井外志雄 フジイトシオ

男子70歳以上 6.0 3.0 萩原弘 ハギハラヒロシ 3.0 沼田治 ヌマタオサム

男子70歳以上 5.0 4.0 中西壮三 ナカニシソウゾウ 1.0 松本松之 マツモトマツユキ
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男子70歳以上 2.0 1.0 小出毅 コイデツヨシ 1.0 大嶋行次 オオシマユキジ

男子70歳以上 0.0 0.0 佐藤彰紘 サトウアキヒロ 0.0 森田邦夫 モリタクニオ

男子65歳以上 251.3 150.1 椎橋能久 シイバシヨシヒサ 101.2 大熊勝 オオクママサル

男子65歳以上 98.1 98.1 齊藤輝一 サイトウテルカズ 0.0 小倉秀 オグラヒロシ

男子65歳以上 81.2 53.2 神山隆夫 カミヤマタカオ 28.0 東海伊査雄 トウカイイサオ

男子65歳以上 78.7 10.0 木内修 キウチオサム 68.7 岡野静夫 オカノシズオ

男子65歳以上 64.2 61.8 内田宏 ウチダヒロシ 2.3 澤田政雄 サワダマサオ

男子65歳以上 49.8 45.3 大羽秀史 オオバヒデフミ 4.5 津村克彦 ツムラカツヒコ

男子65歳以上 40.4 27.4 井本耕三 イモトコウゾウ 13.0 野口健治 ノグチケンジ

男子65歳以上 32.8 23.5 杉田明 スギタアキラ 9.3 中澤明雄 ナカザワアキオ

男子65歳以上 28.3 25.2 井出政司 イデマサシ 3.2 平野稔 ヒラノミノル

男子65歳以上 24.3 6.3 渡邉英男 ワタナベヒデオ 18.0 江連隆道 エズレタカミチ

男子65歳以上 22.5 5.0 齋藤昌之 サイトウマサユキ 17.5 海老澤満 エビサワミツル

男子65歳以上 15.8 13.7 大崎真 オオサキマコト 2.2 山下成雄 ヤマシタシゲオ

男子65歳以上 14.7 2.2 角野優史 カクノマサフミ 12.5 福井純 フクイジュン

男子65歳以上 14.5 14.5 石川透 イシカワトオル 0.0 池田薫 イケダカオル

男子65歳以上 10.5 1.0 川合周一 カワイシュウイチ 9.5 岩崎中平 イワサキチュウヘイ

男子65歳以上 6.2 1.0 風澤正信 フウサワマサノブ 5.2 山本豊秀 ヤマモトトヨヒデ

男子65歳以上 5.2 5.0 北田敏郎 キタダトシロウ 0.2 西澤秀昭 ニシザワヒデアキ

男子65歳以上 3.0 0.0 上條雅之 カミジョウマサユキ 3.0 斉藤久芳 サイトウヒサヨシ

男子65歳以上 0.0 0.0 藤巻芳夫 フジマキヨシオ 0.0 阿南重樹 アナンシゲキ

男子60歳以上 393.0 282.4 安田幸博 ヤスダユキヒロ 110.6 岩元隆一 イワモトリュウイチ

男子60歳以上 271.0 123.3 中村治幸 ナカムラハルユキ 147.7 小嶋昭二 コジマショウジ

男子60歳以上 204.8 90.2 佐久間正樹 サクママサ 114.7 川越正美 カワゴエマサミ

男子60歳以上 70.0 43.0 佐藤朋直 サトウトモナオ 27.0 佐藤浩直 サトウヒロナオ

男子60歳以上 64.0 20.5 深野榮一 フカノエイイチ 43.5 増田恵司郎 マスダケイシロウ

男子60歳以上 52.3 26.3 芳賀雅丈 ハガマサタケ 26.0 田丸政男 タマルマサオ

男子60歳以上 46.3 21.8 佐々木康光 ササキヤスミツ 24.5 竹内篤 タケウチアツシ

男子60歳以上 41.0 0.5 上平光 ウエヒラヒカル 40.5 大塚正 オオツカタダシ

男子60歳以上 30.7 14.3 合六一美 ゴウロクカズミ 16.3 坂倉哲雄 サカクラテツオ

男子60歳以上 26.5 16.5 埜口能孝 ノグチヨシタカ 10.0 野尻行弘 ノジリユキヒロ

男子60歳以上 24.3 20.0 高橋利之 タカハシトシユキ 4.3 執行義隆 シギョウヨシタカ

男子60歳以上 24.0 12.0 松野公 マツノタカシ 12.0 田中孝 タナカタカシ

男子60歳以上 17.5 16.5 野平勝己 ノヒラカツミ 1.0 野沢聡 ノザワサトシ

男子60歳以上 9.3 7.3 河津隆昭 カワヅタカアキ 2.0 武田真甲子 タケダマサキネ

男子60歳以上 8.0 1.0 池田浩二 イケダコウジ 7.0 中林慎悟 ナカバヤシシンゴ

男子60歳以上 4.5 3.5 渡辺茂 ワタナベシゲル 1.0 峰尾鉄男 ミネオテツオ

男子60歳以上 0.2 0.2 宮國公一 ミヤクニキミカズ 0.0 田積慶ニ タヅミケイジ

男子60歳以上 0.2 0.2 渡辺二三男 ワタナベフミオ 0.0 江崎秀昭 エザキヒデアキ

男子60歳以上 0.0 0.0 五十嵐満 イガラシミツル 0.0 斉藤哲夫 サイトウテツオ

男子55歳以上 238.5 116.3 小川英也 オガワヒデヤ 122.2 石野隆司 イシノタカシ

男子55歳以上 193.6 148.7 大川由二 オオカワユウジ 44.8 山口高 ヤマグチタカシ

男子55歳以上 192.2 96.2 三上猛 ミカミタケシ 96.0 鈴木正雄 スズキマサオ

男子55歳以上 154.2 78.2 古口伸浩 コグチノブヒロ 76.0 木村勉 キムラツトム

男子55歳以上 143.2 84.5 長谷部浩 ハセベヒロシ 58.7 黒須美浩 クロスヨシヒロ

男子55歳以上 128.2 64.2 小川幸治 オガワコウジ 64.0 山本奉伸 ヤマモトトモノブ

男子55歳以上 115.3 56.7 中西晴義 ナカニシハルヨシ 58.7 今村幸資 イマムラコウスケ

男子55歳以上 96.3 96.3 川崎裕通 カワサキヒロユキ 0.0 根本正弘 ネモトマサヒロ

男子55歳以上 75.8 58.7 小田剛資 オダタケシ 17.2 湯本治仁 ユモトハルヒト

男子55歳以上 65.8 13.2 中山房雄 ナカヤマフサオ 52.7 安田隆範 ヤスダタカノリ

男子55歳以上 59.7 38.3 安藤亘 アンドウワタル 21.3 安達靖 アダチヤスシ

男子55歳以上 55.3 30.0 高橋義明 タカハシヨシアキ 25.3 内田素行 ウチダモトユキ
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男子55歳以上 54.0 27.0 柳瀬透 ヤナセトオル 27.0 角南政明 スナミマサアキ

男子55歳以上 50.0 25.0 岡本善彦 オカモトヨシヒコ 25.0 木戸栄 キドサカエ

男子55歳以上 43.3 19.5 塩野岳美 シオノタケミ 23.8 吉田裕二 ヨシダユウジ

男子55歳以上 35.5 13.5 太田俊之 オオタトシユキ 22.0 久保田光一 クボタコウイチ

男子55歳以上 23.5 23.5 秋山威雄 アキヤマタケオ 0.0 恩田正喜 オンダマサシ

男子55歳以上 22.8 16.5 宮下良彦 ミヤシタヨシヒコ 6.3 藤本俊 フジモトシュン

男子55歳以上 22.5 22.5 望月謙二 モチヅキケンジ 0.0 佐藤豊 サトウユタカ

男子55歳以上 16.2 9.2 石神勉 イシガミツトム 7.0 荻野優 オギノマサル

男子55歳以上 16.0 8.0 太田延幸 オオタノブユキ 8.0 吉田清 ヨシダキヨシ

男子55歳以上 15.7 6.0 橋本亮二 ハシモトリョウジ 9.7 明間重幸 アケマシゲユキ

男子55歳以上 12.0 6.0 石原順一 イシハラジュンイチ 6.0 中尾英司 ナカオエイジ

男子55歳以上 6.2 0.2 東郷哲 トウゴウサトシ 6.0 小野寺康彦 オノデラヤスヒコ

男子55歳以上 5.0 3.0 両角康伸 モロズミヤスノブ 2.0 宇賀神春紀 ウガジンハルキ

男子55歳以上 3.5 1.0 佐藤了市 サトウリョウイチ 2.5 阿部嘉一 アベヨシカズ

男子50歳以上 231.9 122.3 足立芳裕 アダチヨシヒロ 109.7 鈴木豊秋 スズキホウシュウ

男子50歳以上 188.0 95.0 吉田茂 ヨシダシゲル 93.0 山本知弘 ヤマモトトモヒロ

男子50歳以上 178.0 113.0 後藤利一 ゴトウトシカズ 65.0 樺山輝明 カバヤマテルアキ

男子50歳以上 141.3 101.3 堺昭伸 サカイアキノブ 40.0 妹尾喜弘 セノオヨシヒロ

男子50歳以上 92.7 38.2 宇田川明 ウダガワアキラ 54.5 林廉二 ハヤシレンジ

男子50歳以上 68.2 68.2 小原雅史 コハラマサフミ 0.0 山田聡 ヤマダサトシ

男子50歳以上 66.3 33.3 佐野和雄 サノカズオ 33.0 鹿内英喜 シカナイヒデキ

男子50歳以上 49.5 42.0 堀岡正司 ホリオカマサシ 7.5 秋本孝成 アキモトタカナリ

男子50歳以上 34.5 17.5 前田洋一 マエダヨウイチ 17.0 伏見永人 フシミヒサト

男子50歳以上 21.2 21.0 石橋克哉 イシバシカツヤ 0.2 瀬尾昌史 セオマサシ

男子50歳以上 18.3 6.5 田口直樹 タグチナオキ 11.8 梅津達也 ウメヅタツヤ

男子50歳以上 17.0 8.0 高石伸一 タカイシシンイチ 9.0 田中和也 タナカカズヤ

男子50歳以上 10.2 10.0 山口嘉裕 ヤマグチヨシヒロ 0.2 福地賢一 フクチケンイチ

男子50歳以上 6.5 4.5 梶房智 カジフササトシ 2.0 大澤恭雄 オオサワヤスオ

男子50歳以上 0.3 0.3 鈴木秀樹 スズキヒデキ 0.0 刑部浩一 オサカベコウイチ

男子45歳以上 277.7 16.0 小笠原直樹 オガサワラナオキ 261.7 駒崎賢一 コマサキケンイチ

男子45歳以上 189.2 24.7 太田創 オオタハジメ 164.5 品川宏治 シナガワコウジ

男子45歳以上 154.2 49.2 斉藤浩二 サイトウコウジ 105.0 人見善弘 ヒトミヨシヒロ

男子45歳以上 130.2 65.2 小松聡 コマツサトシ 65.0 橋場周平 ハシバシュウヘイ

男子45歳以上 117.5 38.0 北野康弘 キタノヤスヒロ 79.5 藍川伸雄 アイカワノブオ

男子45歳以上 103.1 62.9 近藤茂三郎 コンドウモサブロウ 40.2 笠井一八 カサイカズヤ

男子45歳以上 100.2 97.0 鎗田洋平 ヤリタヨウヘイ 3.2 栗山勇 クリヤマイサム

男子45歳以上 79.0 60.0 梶浦秀郎 カジウラヒデオ 19.0 宇戸谷友益 ウドヤトモノリ

男子45歳以上 75.7 48.0 皆神武史 ミナカミタケシ 27.7 八木岡武志 ヤギオカタケシ

男子45歳以上 73.8 34.3 石毛覚 イシゲサトル 39.5 山形憲 ヤマガタケン

男子45歳以上 30.2 30.0 瀧川英樹 タキカワヒデキ 0.2 北澤清 キタザワキヨシ

男子45歳以上 30.0 30.0 津野武士 ツノタケシ 0.0 二村和広 ニムラカズヒロ

男子45歳以上 20.2 10.0 瀧口昌宏 タキグチマサヒロ 10.2 星野祐司 ホシノユウジ

男子45歳以上 14.8 2.0 板倉富治 イタクラトミハル 12.8 小川俊亮 オガワトシアキ

男子45歳以上 9.5 6.5 金子彰宏 カネコアキヒロ 3.0 水野裕史 ミズノヒロフミ

男子45歳以上 6.5 6.5 金子慎太郎 カネコシンタロウ 0.0 河上靖 カワカミヤスシ

男子45歳以上 5.3 0.0 三嶋規晋 ミシマノリユキ 5.3 豊島正美 トヨシママサミ

男子45歳以上 2.0 1.0 岡本卓 オカモトタク 1.0 渥美哲也 アツミテツヤ

男子45歳以上 0.2 0.2 大房俊幸 オオフサトシユキ 0.0 佐々木剛 ササキツヨシ

男子45歳以上 0.0 0.0 野村元 ノムラゲン 0.0 林宏紀 ハヤシヒロミチ

女子一般 956.0 478.0 石橋知佐子 イシバシチサコ 478.0 佐藤光子 サトウミツコ

女子一般 846.0 423.0 乾かおり イヌイカオリ 423.0 細田佐恵子 ホソダサエコ

女子一般 464.0 208.0 寺本千夏 テラモトチナツ 256.0 飯野純子 イイノジュンコ
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女子一般 446.0 223.0 鈴木恵己子 スズキエミコ 223.0 田村幸枝 タムラユキエ

女子一般 357.3 245.3 天田由紀子 アマダユキコ 112.0 斉藤千代美 サイトウチヨミ

女子一般 322.0 161.0 高安亜菜美 タカヤスアサミ 161.0 高梨朋子 タカナシトモコ

女子一般 258.0 129.0 松﨑照美 マツザキテルミ 129.0 町山久子 マチヤマヒサコ

女子一般 230.0 131.0 柴崎優美 シバサキマサミ 99.0 高橋裕子 タカハシヒロコ

女子一般 224.0 112.0 大田稚香子 オオタチカコ 112.0 島村美貴子 シマムラミキコ

女子一般 196.0 98.0 岩谷里子 イワタニサトコ 98.0 松森じゅん子 マツモリジュンコ

女子一般 194.0 97.0 鈴木恵美 スズキエミ 97.0 早川友梨子 ハヤカワユリコ

女子一般 192.0 96.0 相良奈緒美 サガラナオミ 96.0 兼松香織 カネマツカオリ

女子一般 192.0 96.0 山中紀美 ヤマナカキミ 96.0 常泉晴美 ツネイズミハルミ

女子一般 176.0 96.0 石井美香 イシイミカ 80.0 成島花枝 ナルシマハナエ

女子一般 162.0 97.0 菅原佐都美 スガワラサトミ 65.0 柿埜洋子 カキノヨウコ

女子一般 161.0 161.0 高月美季 タカツキミキ 0.0 河合理子 カワイサトコ

女子一般 150.5 86.5 瀧川千尋 タキカワチヒロ 64.0 石井理恵 イシイリエ

女子一般 126.0 0.0 内田絵比 ウチタエナミ 126.0 峰松沙良南 ミネマツサラナ

女子一般 101.5 85.5 石川佳代 イシカワカヨ 16.0 安田貴美子 ヤスダキミコ

女子一般 100.2 34.0 中山佳代子 ナカヤマカヨコ 66.2 中山佳菜 ナカヤマカナ

女子一般 76.7 43.7 阿部香子 アベキョウコ 33.0 青島有里子 アオシマユリコ

女子一般 76.2 75.0 千原友美 チハラトモミ 1.2 松本美奈子 マツモトミナコ

女子一般 72.5 32.0 栗嶋由美 クリシマユミ 40.5 四方裕美 シカタヒロミ

女子一般 64.0 64.0 田中百合子 タナカユリコ 0.0 重野有里 シゲノユリ

女子一般 53.5 42.7 清光純代 セイコウスミヨ 10.8 近藤美佳 コンドウミカ

女子一般 50.3 0.0 木下克子 キノシタカツコ 50.3 星美奈子 ホシミナコ

女子一般 38.7 16.0 榎本直子 エノモトナオコ 22.7 佐藤春美 サトウハルミ

女子一般 36.0 18.0 岩井日奈子 イワイヒナコ 18.0 大下智子 オオシタトモコ

女子一般 35.0 18.0 内田明美 ウチタアケミ 17.0 小林真由美 コバヤシマユミ

女子一般 34.0 17.0 川端圭子 カワバタケイコ 17.0 羽川知代子 ハガワチヨコ

女子一般 34.0 17.0 新田亜紀子 ニッタアキコ 17.0 鈴木舞 スズキマイ

女子一般 29.0 10.8 加藤由起子 カトウユキコ 18.2 住吉智子 スミヨシトモコ

女子一般 24.3 23.3 瀧尾由利 タキオユリ 1.0 常山奈緒美 ツネヤマナオミ

女子一般 18.0 17.0 尾上裕子 オノウエヒロコ 1.0 村上太佳子 ムラカミタカコ

女子一般 18.0 17.0 吉田雅代 ヨシダマサヨ 1.0 早川とき子 ハヤカワトキコ

女子一般 9.3 8.3 白山薫 シラヤマカオル 1.0 横井寿子 ヨコイヒサコ

女子一般 1.0 0.0 大滝智子 オオタキトモコ 1.0 城川雄子 シロカワユウコ

女子一般 0.2 0.0 日笠朋美 ヒカサトモミ 0.2 日笠美恵子 ヒカサミエコ

女子一般 0.0 0.0 大友麻奈美 オオトモマナミ 0.0 和田歩美 ワダアユミ

女子一般 0.0 0.0 金子美和 カネコミワ 0.0 湯浅道子 ユアサミチコ

女子一般 0.0 0.0 河村靖子 カワムラヤスコ 0.0 淺井晴美 アサイハルミ

女子一般 0.0 0.0 阪直子 サカナオコ 0.0 松倉沙織 マツクラサオリ

女子一般 0.0 0.0 妹尾有花 セノオユカ 0.0 宮内梨奈 ミヤウチリナ

女子一般 0.0 0.0 高見亜里 タカミアリ 0.0 西田圭織 ニシダカオリ

女子一般 0.0 0.0 春木友佳 ハルキユカ 0.0 志摩直子 シマナオコ

女子一般 0.0 0.0 人見泉 ヒトミイズミ 0.0 上田恵美 ウエダエミ

女子一般 0.0 0.0 松崎聡子 マツザキサトコ 0.0 松本優子 マツモトユウコ

女子一般 0.0 0.0 吉岡美佐子 ヨシオカミサコ 0.0 津和崎亜沙美 ツワザキアサミ

女子60歳以上 82.0 38.0 橋本節子 ハシモトセツコ 44.0 小川三枝子 オガワミエコ

女子60歳以上 33.5 33.5 曽根陽子 ソネヨウコ 0.0 中山房江 ナカヤマフサエ

女子60歳以上 18.7 12.7 金子治子 カネコハルコ 6.0 川西小夜子 カワニシサヨコ

女子60歳以上 0.0 0.0 宇田川恵子 ウダガワケイコ 0.0 松本街子 マツモトマチコ

女子55歳以上 187.0 93.0 鈴木ゆかり スズキユカリ 94.0 船橋福子 フナバシフクコ

女子55歳以上 77.0 38.0 帆足千秋 ホアシチアキ 39.0 足立好恵 アダチヨシエ

女子55歳以上 25.8 25.8 中村麻砂子 ナカムラアサコ 0.0 竹内芳子 タケウチヨシコ
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女子55歳以上 20.2 19.2 神田憲子 カンダノリコ 1.0 内田美千子 ウチダミチコ

女子55歳以上 13.0 0.0 笹岡克美 ササオカカツミ 13.0 塩田ますみ シオタマスミ

女子55歳以上 8.7 3.2 岸中由里 キシナカユリ 5.5 渡辺恵子 ワタナベケイコ

女子55歳以上 8.5 5.5 井本恵子 イモトケイコ 3.0 大嶋みさえ オオシマミサエ

女子55歳以上 0.0 0.0 大沼彩子 オオヌマサイコ 0.0 原田智子 ハラダトモコ

女子50歳以上 258.0 129.0 加賀美佐代子 カガミサヨコ 129.0 大谷真由美 オオタニマユミ

女子50歳以上 224.0 112.0 小山結子 コヤマユイコ 112.0 吉田公子 ヨシダキミコ

女子50歳以上 210.0 97.0 大重佳代子 オオシゲカヨコ 113.0 村田裕子 ムラタユウコ

女子50歳以上 162.0 81.0 住田ユカリ スミダユカリ 81.0 原田由紀 ハラダユキ

女子50歳以上 150.4 72.0 竹内美里 タケウチミサト 78.4 花岡秀美 ハナオカヒデミ

女子50歳以上 132.5 19.5 中島幸子 ナカジマサチコ 113.0 堺裕子 サカイユウコ

女子50歳以上 66.0 33.0 綿貫曜子 ワタヌキヨウコ 33.0 渥美幸江 アツミサチエ

女子50歳以上 34.1 34.1 足立直重 アダチナオエ 0.0 加藤久美 カトウクミ

女子50歳以上 23.2 1.0 品田扶美子 シナダフミコ 22.2 石毛文子 イシゲフミコ

女子50歳以上 3.5 2.5 星正美 ホシマサミ 1.0 広田まり ヒロタマリ

女子50歳以上 2.0 1.0 浜田早苗 ハマダサナエ 1.0 後町志津 ゴチョウシズ

女子50歳以上 1.0 1.0 谷澤弥生 タニザワヤヨイ 0.0 藤代貴子 フジシロタカコ

女子50歳以上 0.0 0.0 伊藤美香 イトウミカ 0.0 渡辺方惠 ワタナベマサエ

女子45歳以上 298.5 180.2 和田明美 ワダアケミ 118.3 平賀千恵子 ヒラガチエコ

女子45歳以上 214.2 158.2 市川桂子 イチカワケイコ 56.0 小島ひとみ コジマヒトミ

女子45歳以上 92.5 70.5 伊藤悦子 イトウエツコ 22.0 荒井真紀子 アライマキコ

女子45歳以上 88.0 44.0 堀岡江利子 ホリオカエリコ 44.0 小林緑 コバヤシミドリ

女子45歳以上 72.2 45.2 沼文子 ヌマアヤコ 27.0 佐々木真理 ササキマリ

女子45歳以上 36.7 36.7 名和幸恵 ナワユキエ 0.0 明山由紀 アケヤマユキ

女子45歳以上 22.0 11.0 安蒜真紀 アンビルマキ 11.0 豊崎由美子 トヨサキユミコ

女子45歳以上 18.7 18.7 伊勢谷留美子 イセヤルミコ 0.0 三品加代子 ミシナカヨコ

女子45歳以上 11.0 2.3 清水純子 シミズジュンコ 8.7 青山輝子 アオヤマアキコ

女子45歳以上 3.7 0.0 細川ひとみ ホソカワヒトミ 3.7 前田裕美子 マエダユミコ

女子45歳以上 3.0 2.0 落合幸恵 オチアイユキエ 1.0 青木まゆみ アオキマユミ

女子45歳以上 0.2 0.2 長谷川恵美子 ハセガワエミコ 0.0 丸山陽子 マルヤマヨウコ

女子45歳以上 0.0 0.0 大坪奈緒子 オオツボナオコ 0.0 角谷裕子 カドヤユウコ

女子45歳以上 0.0 0.0 小林美奈子 コバヤシミナコ 0.0 村上敬子 ムラカミケイコ

女子45歳以上 0.0 0.0 島田久美子 シマダクミコ 0.0 比嘉美弥子 ヒガミヤコ

女子40歳以上 197.0 65.0 笹川理恵 ササガワリエ 132.0 笠井美由紀 カサイミユキ

女子40歳以上 22.0 11.0 鈴木玲子 スズキレイコ 11.0 小口由希子 オグチユキコ

女子40歳以上 2.0 0.0 森崎万里 モリサキマリ 2.0 武田奈津子 タケダナツコ

女子40歳以上 0.0 0.0 古賀奈保美 コガナホミ 0.0 佐々加代 ササカヨ

女子40歳以上 0.0 0.0 玉川佳代子 タマガワカヨコ 0.0 倉松奈加 クラマツナカ
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