
2022年度 ダブルス大会 エントリーリスト 2022/6/7

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 2,103.8 1,258.7 和田恵知 ワダケイチ 845.2 松森裕大 マツモリユウダイ

男子一般 1,311.3 734.3 中根彰吾 ナカネショウゴ 577.0 松森隆裕 マツモリタカヒロ

男子一般 1,211.3 617.1 友近剛史 トモチカタケシ 594.2 松本忠司 マツモトタダシ

男子一般 823.0 421.6 中村祐二 ナカムラユウジ 401.4 山口晋 ヤマグチススム

男子一般 768.4 470.0 千原卓也 チハラタクヤ 298.4 星浩 ホシヒロシ

男子一般 712.7 339.3 境野考浩 サカイノタカヒロ 373.3 中村修大 ナカムラシュウタ

男子一般 701.5 348.2 古賀隆嗣 コガタカシ 353.3 柴田慶悟 シバタケイゴ

男子一般 596.8 297.2 村上半治郎 ムラカミハンジロウ 299.7 小杉司 コスギツカサ

男子一般 560.7 283.7 小澤弘雅 オザワヒロタダ 277.0 西尾秀一 ニシオシュウイチ

男子一般 455.7 232.7 小倉拓馬 オグラタクマ 223.0 上野史瑛 ウエノフミアキ

男子一般 380.7 219.7 須藤靖之 スドウヤスユキ 161.0 鈴木一弘 スズキカズヒロ

男子一般 324.7 154.3 平賀大嗣 ヒラガダイジ 170.3 阿部靖彦 アベヤスヒコ

男子一般 320.0 160.0 北橋和幸 キタハシカズユキ 160.0 橋本一樹 ハシモトカズキ

男子一般 303.2 0.0 一戸翔太 イチノヘショウタ 303.2 鎌田朋浩 カマタトモヒロ

男子一般 297.3 201.3 粟津優 アワヅユウ 96.0 垣原史和 カキハラフミカズ

男子一般 288.7 145.3 宍戸弘之 シシドヒロユキ 143.3 山本拓巳 ヤマモトタクミ

男子一般 285.5 285.5 高橋遼 タカハシリョウ 0.0 ミルジャファリユセフ ミルジャファリユセフ

男子一般 264.8 200.8 高橋創介 タカハシソウスケ 64.0 壁田貴明 カベタタカアキ

男子一般 236.3 139.3 菊池武臣 キクチタケオミ 97.0 四方田佳祐 ヨモダケイスケ

男子一般 236.2 203.0 石野友規 イシノトモノリ 33.2 三井陽一 ミツイヨウイチ

男子一般 216.3 112.8 鏑木孝士 カブラキタカシ 103.5 小松勇一 コマツユウイチ

男子一般 207.2 81.2 山河圭介 ヤマカワケイスケ 126.0 青山椎名 アオヤマシイナ

男子一般 204.8 204.8 井本恭太郎 イモトキョウタロウ 0.0 中山雄太 ナカヤマユウタ

男子一般 194.3 97.2 遠藤孝平 エンドウコウヘイ 97.2 山口圭一 ヤマグチケイイチ

男子一般 192.0 96.0 浅古敦 アサコアツシ 96.0 鈴木義章 スズキヨシアキ

男子一般 188.8 43.4 中村公祐 ナカムラコウスケ 145.3 水野耕平 ミズノコウヘイ

男子一般 168.0 64.0 安西拓真 アンザイタクマ 104.0 木村柊弥 キムラシュウヤ

男子一般 161.8 148.5 八田浩昂 ハッタヒロタカ 13.3 青木索 アオキモトム

男子一般 152.0 117.3 日出衛 ヒデマモル 34.7 渡邊優一郎 ワタナベユウイチロウ

男子一般 150.2 84.8 兼古知弥 カネコトモヤ 65.3 長谷川直人 ハセガワナオト

男子一般 147.7 147.7 石野優弥 イシノユウヤ 0.0 森敦郎 モリアツロウ

男子一般 133.7 47.0 結城学 ユウキガク 86.7 吉田正敬 ヨシダマサタカ

男子一般 133.5 69.5 細澤健吾 ホソザワケンゴ 64.0 平田浩一 ヒラタコウイチ

男子一般 128.0 128.0 尾上朝陽 オノウエアサヒ 0.0 橋本拓実 ハシモトタクミ

男子一般 128.0 64.0 宮下卓也 ミヤシタタクヤ 64.0 平田真幸 ヒラタマサユキ

男子一般 126.0 126.0 坂本貴司 サカモトタカシ 0.0 秋葉真純 アキバマサズミ

男子一般 114.0 112.7 宇梶晃介 ウカジコウスケ 1.3 鈴木博貴 スズキヒロキ

男子一般 113.7 72.0 竹内智寛 タケウチトモヒロ 41.7 川崎良 カワサキリョウ

男子一般 94.0 77.7 高橋知伸 タカハシトモノブ 16.3 山本千尋 ヤマモトチヒロ

男子一般 92.7 79.2 濱野治 ハマノオサム 13.5 大野隆博 オオノタカヒロ

男子一般 77.0 65.3 松岡高希 マツオカコウキ 11.7 細野武朗 ホソノタケオ

男子一般 73.2 39.8 笹井栄治 ササイエイジ 33.3 木下将克 キノシタマサカツ

男子一般 72.0 72.0 岡野祥太 オカノショウタ 0.0 池田歩夢 イケダアユム

男子一般 64.0 32.0 高見真也 タカミシンヤ 32.0 斉藤秀幸 サイトウヒデユキ

男子一般 64.0 64.0 山川一青 ヤマカワイッセイ 0.0 野間寛裕 ノマヒロヤス

男子一般 51.2 33.0 湯浅邦洋 ユアサクニヒロ 18.2 塩崎幸永 シオザキコウエイ

男子一般 46.7 40.0 田中大貴 タナカダイキ 6.7 伊藤駿 イトウシュン

男子一般 39.5 18.0 長谷部奨 ハセベススム 21.5 中村忠士 ナカムラタダシ

男子一般 38.8 29.2 谷津俊之 ヤツトシユキ 9.7 多田健 タダツヨシ

男子一般 37.5 37.5 飯塚貴志 イイヅカタカシ 0.0 飯沼佑典 イイヌマユウスケ

男子一般 36.0 18.0 野口悠 ノグチユウ 18.0 渡辺浩平 ワタナベコウヘイ

男子一般 34.2 34.2 及川和秀 オイカワカズヒデ 0.0 横内智至 ヨコウチトモユキ

男子一般 27.7 26.7 太田創 オオタハジメ 1.0 高野悟 タカノサトル

男子一般 26.8 0.0 印出義紀 インデヨシノリ 26.8 豊島正美 トヨシママサミ

男子一般 24.0 22.0 小林秀之 コバヤシヒデユキ 2.0 小口忠史 オグチタダシ
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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 21.3 0.0 永峰翔 ナガミネショウ 21.3 市川克巳 イチカワカツミ

男子一般 20.7 19.7 佐藤良介 サトウリョウスケ 1.0 小沼敬士 オヌマタカシ

男子一般 16.0 16.0 堀之内智良 ホリノウチトモヨシ 0.0 四方田崇斗 ヨモダシュウト

男子一般 15.0 2.2 石川豊 イシカワユタカ 12.8 木村直哉 キムラナオヤ

男子一般 14.7 0.0 米林秀 ヨネバヤシシュウ 14.7 井ノ本大貴 イノモトタイキ

男子一般 14.2 13.2 湯浅匡洋 ユアサマサヒロ 1.0 中村圭伸 ナカムラヨシノブ

男子一般 13.5 6.8 鈴木薫 スズキカオル 6.7 嶋川真基 シマカワマサキ

男子一般 13.3 13.3 篠崎博人 シノザキヒロト 0.0 島井安広 シマイヤスヒロ

男子一般 13.3 13.3 松本達也 マツモトタツヤ 0.0 植竹弘貴 ウエタケヒロキ

男子一般 13.3 13.3 米澤勇紀 ヨネザワユウキ 0.0 橋本樹 ハシモトタツキ

男子一般 10.8 10.8 森義晶 モリヨシアキ 0.0 辻野修太朗 ツジノシュウタロウ

男子一般 9.5 9.5 佐藤信哉 サトウシンヤ 0.0 中村晋 ナカムラシン

男子一般 7.3 7.3 加納正照 カノウマサアキ 0.0 倉本滋 クラモトシゲル

男子一般 6.8 6.8 橋本卓也 ハシモトタクヤ 0.0 江崎貴昭 エザキタカアキ

男子一般 6.7 0.0 寺門真吾 テラカドシンゴ 6.7 石川直人 イシカワナオト

男子一般 6.7 6.7 松菱晃大 マツビシアキハル 0.0 児谷龍汰 コタニリョウタ

男子一般 6.0 6.0 望月大介 モチヅキダイスケ 0.0 田尻元晴 タジリモトハル

男子一般 3.2 2.2 香取伸宜 カトリノブヨシ 1.0 中村康仁 ナカムラヤスヒト

男子一般 3.0 0.0 池の谷崇史 イケノヤタカシ 3.0 毛利広成 モウリヒロナリ

男子一般 0.0 0.0 地下渉 ジゲワタル 0.0 三浦瑛 ミウラアキラ

男子一般 0.0 0.0 高橋健吉 タカハシケンキチ 0.0 谷口宏隆 タニグチヒロタカ

男子一般 0.0 0.0 高橋昭一 タカハシショウイチ 0.0 高橋朋弥 タカハシトモヤ

男子一般 0.0 0.0 土山哲広 ツチヤマテツヒロ 0.0 永野竜児 ナガノリュウジ

男子一般 0.0 0.0 根本洋平 ネモトヨウヘイ 0.0 荒井崇彰 アライタカアキ

男子一般 0.0 0.0 原島直久 ハラシマナオヒサ 0.0 金綱陽太 カネツナヨウタ

男子一般 0.0 0.0 星川悠二 ホシカワユウジ 0.0 松浦大介 マツウラダイスケ

男子一般 0.0 0.0 松菱将之 マツビシマサユキ 0.0 岡本健太郎 オカモトケンタロウ

男子一般 0.0 0.0 渡邉洋平 ワタナベヨウヘイ 0.0 尾崎太一 オザキタイチ

男子一般 0.0 0.0 渡部大輔 ワタベダイスケ 0.0 山田慎太郎 ヤマダシンタロウ

男子70歳以上 178.2 106.2 椎橋能久 シイバシヨシヒサ 72.0 沼田義男 ヌマタヨシオ

男子70歳以上 83.8 23.7 小倉秀 オグラヒロシ 60.1 齊藤輝一 サイトウテルカズ

男子70歳以上 69.3 44.2 大羽秀史 オオバヒデフミ 25.2 津村克彦 ツムラカツヒコ

男子70歳以上 65.2 48.0 井本耕三 イモトコウゾウ 17.2 武藤晴亮 ムトウセイスケ

男子70歳以上 61.5 45.5 赤間富士夫 アカマフジオ 16.0 坂巻健男 サカマキタケオ

男子70歳以上 51.2 31.2 石川透 イシカワトオル 20.0 池田薫 イケダカオル

男子70歳以上 44.8 18.3 角野優史 カクノマサフミ 26.5 山本豊秀 ヤマモトトヨヒデ

男子70歳以上 32.2 11.8 渡邉英男 ワタナベヒデオ 20.4 佐伯幸信 サエキユキノブ

男子70歳以上 18.2 4.5 安川潜次 ヤスカワセンジ 13.7 庄司國男 ショウジクニオ

男子70歳以上 16.8 7.3 神山隆夫 カミヤマタカオ 9.5 崎田廣造 サキタコウゾウ

男子70歳以上 12.7 11.7 岩崎中平 イワサキチュウヘイ 1.0 川合周一 カワイシュウイチ

男子70歳以上 12.0 6.0 重松伸三郎 シゲマツシンザブロウ 6.0 竹中渉 タケナカワタル

男子70歳以上 2.0 1.0 桂田満 カツラダミツル 1.0 石崎晴記 イシザキハルキ

男子70歳以上 2.0 1.0 沼田治 ヌマタオサム 1.0 萩原弘 ハギハラヒロシ

男子70歳以上 0.0 0.0 大村勝通 オオムラマサミチ 0.0 佐藤幸夫 サトウユキオ

男子70歳以上 0.0 0.0 三浦春夫 ミウラハルオ 0.0 勝俣茂 カツマタシゲル

男子65歳以上 1,011.9 558.3 関敏秀 セキトシヒデ 453.6 天津康史 アマツヤスシ

男子65歳以上 412.5 244.2 安田幸博 ヤスダユキヒロ 168.3 岩元隆一 イワモトリュウイチ

男子65歳以上 72.1 59.4 松井陽二 マツイヨウジ 12.7 海老澤満 エビサワミツル

男子65歳以上 67.7 30.5 深野榮一 フカノエイイチ 37.2 増田恵司郎 マスダケイジロウ

男子65歳以上 55.5 26.0 野尻行弘 ノジリユキヒロ 29.5 埜口能孝 ノグチヨシタカ

男子65歳以上 40.9 36.1 遠山義男 トオヤマヨシオ 4.8 大崎真 オオサキマコト

男子65歳以上 23.2 0.0 中安男 ナカヤスオ 23.2 大塚正 オオツカタダシ

男子65歳以上 18.8 13.5 平野稔 ヒラノミノル 5.3 中澤明雄 ナカザワアキオ

男子65歳以上 16.7 12.7 森田雅支 モリタマサシ 4.0 中島康彦 ナカジマヤスヒコ

男子65歳以上 8.7 8.7 北田敏郎 キタダトシロウ 0.0 西澤秀明 ニシザワヒデアキ
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男子65歳以上 8.0 4.0 阿南重樹 アナンシゲキ 4.0 藤巻芳夫 フジマキヨシオ

男子65歳以上 7.3 5.3 五十嵐満 イガラシミツル 2.0 斉藤哲夫 サイトウテツオ

男子65歳以上 6.3 6.3 小川貴麗 オガワキヨシ 0.0 野澤賢治 ノザワケンジ

男子65歳以上 6.0 3.0 斉藤知之 サイトウトモユキ 3.0 熊谷透 クマガイトオル

男子65歳以上 4.0 2.0 松野公 マツノタカシ 2.0 田中孝 タナカタカシ

男子65歳以上 3.5 0.0 地引公夫 ジビキキミオ 3.5 杉田明 スギタアキラ

男子65歳以上 3.2 1.2 成田頼信 ナリタヨリノブ 2.0 池田浩二 イケダコウジ

男子65歳以上 1.7 1.7 土井俊彦 ドイトシヒコ 0.0 松浦浩一 マツウラコウイチ

男子65歳以上 0.0 0.0 岡本純一 オカモトジュンイチ 0.0 福田宗弘 フクダムネヒロ

男子65歳以上 0.0 0.0 小川裕二 オガワユウジ 0.0 細川修一 ホソカワシュウイチ

男子60歳以上 203.2 83.2 中村治幸 ナカムラハルユキ 120.0 小嶋昭二 コジマショウジ

男子60歳以上 151.7 81.3 佐久間正樹 サクママサキ 70.3 川越正美 カワゴエマサミ

男子60歳以上 141.8 70.2 三上猛 ミカミタケシ 71.7 鈴木正雄 スズキマサオ

男子60歳以上 129.0 84.3 村上正美 ムラカミマサミ 44.7 中村裕一 ナカムラユウイチ

男子60歳以上 120.8 73.7 山口高 ヤマグチタカシ 47.2 笠井一八 カサイカズヤ

男子60歳以上 71.2 41.2 佐藤朋直 サトウトモナオ 30.0 佐藤浩直 サトウヒロナオ

男子60歳以上 41.3 23.0 長谷川光洋 ハセガワミツヒロ 18.3 中林慎悟 ナカバヤシシンゴ

男子60歳以上 39.7 36.7 河津隆昭 カワヅタカアキ 3.0 武田真甲子 タケダマサキネ

男子60歳以上 36.7 20.5 佐藤豊 サトウユタカ 16.2 柳宗一郎 ヤナギソウイチロウ

男子60歳以上 33.5 33.5 内田宏 ウチダヒロシ 0.0 服部浩之 ハットリヒロユキ

男子60歳以上 31.2 16.0 佐々木康光 ササキヤスミツ 15.2 竹内篤 タケウチアツシ

男子60歳以上 28.7 13.3 塩野岳美 シオノタケミ 15.3 吉田裕二 ヨシダユウジ

男子60歳以上 25.2 12.0 橋本亮二 ハシモトリョウジ 13.2 明間重幸 アケマシゲユキ

男子60歳以上 22.2 5.2 梶房智 カジフササトシ 17.0 田辺美樹 タナベミキ

男子60歳以上 21.2 16.2 余慶徹 ヨケイトオル 5.0 竹村光弘 タケムラミツヒロ

男子60歳以上 17.2 0.0 中村康男 ナカムラヤスオ 17.2 秋山威雄 アキヤマタケオ

男子60歳以上 15.0 0.0 岩﨑孝彦 イワサキタカヒコ 15.0 滝口良平 タキグチリョウヘイ

男子60歳以上 12.0 7.0 齋藤昌之 サイトウマサユキ 5.0 小松二郎 コマツジロウ

男子60歳以上 11.3 10.3 野平勝己 ノヒラカツミ 1.0 大内裕之 オオウチヒロユキ

男子60歳以上 10.2 10.2 丑澤正浩 ウシザワマサヒロ 0.0 吉村紀美 ヨシムラノリヨシ

男子60歳以上 10.0 5.0 今宮清 イマミヤキヨシ 5.0 橋本美喜夫 ハシモトミキオ

男子60歳以上 7.0 4.0 渡邉茂 ワタナベシゲル 3.0 峰尾鉄男 ミネオテツオ

男子60歳以上 6.3 6.3 宮國公一 ミヤクニキミカズ 0.0 田積慶二 タヅミケイジ

男子60歳以上 4.3 3.3 日笠延昭 ヒカサノブアキ 1.0 遊佐宏 ユサヒロシ

男子60歳以上 2.2 1.2 渡辺二三男 ワタナベフミオ 1.0 江崎秀昭 エザキヒデアキ

男子60歳以上 0.0 0.0 樋口康弘 ヒグチヤスヒロ 0.0 加藤善孝 カトウヨシタカ

男子60歳以上 0.0 0.0 三品彰伸 ミシナアキノブ 0.0 石田昭一 イシダショウイチ

男子55歳以上 398.1 311.6 藤由亨 フジヨシトオル 86.5 木川眞 キカワマコト

男子55歳以上 236.6 143.5 長谷川泰宏 ハセガワヤスヒロ 93.2 山野辺陽一 ヤマノベヨウイチ

男子55歳以上 205.5 87.5 土谷啓介 ツチヤケイスケ 117.9 伊井昭彦 イイアキヒコ

男子55歳以上 180.5 135.7 山本知弘 ヤマモトトモヒロ 44.8 野崎忠明 ノザキタダアキ

男子55歳以上 156.2 79.2 古口伸浩 コグチノブヒロ 77.0 木村勉 キムラツトム

男子55歳以上 126.2 58.2 小川幸治 オガワコウジ 68.0 山本奉伸 ヤマモトトモノブ

男子55歳以上 103.4 85.4 藍川伸雄 アイカワノブオ 18.0 新田博文 ニッタヒロフミ

男子55歳以上 87.7 86.7 竹内智之 タケウチトモユキ 1.0 花岡靖 ハナオカヤスシ

男子55歳以上 41.8 27.3 久保田光一 クボタコウイチ 14.5 太田俊之 オオタトシユキ

男子55歳以上 40.5 19.5 吉澤洋一 ヨシザワヨウイチ 21.0 合六一美 ゴウロクカズミ

男子55歳以上 33.0 33.0 安田隆範 ヤスダタカノリ 0.0 浅香晴以知 アサカセイイチ

男子55歳以上 28.0 14.0 岡本善彦 オカモトヨシヒコ 14.0 木戸栄 キドサカエ

男子55歳以上 24.5 12.3 宮下良彦 ミヤシタヨシヒコ 12.2 芳賀雅丈 ハガマサタケ

男子55歳以上 21.7 11.3 高橋義明 タカハシヨシアキ 10.3 内田素行 ウチダモトユキ

男子55歳以上 16.0 8.0 両角康伸 モロズミヤスノブ 8.0 宇賀神春紀 ウガジンハルキ

男子55歳以上 12.8 12.8 望月謙二 モチヅキケンジ 0.0 綿貫勝利 ワタヌキカツトシ

男子55歳以上 11.2 11.2 坂倉哲雄 サカクラテツオ 0.0 関富ニ夫 セキフジオ

男子55歳以上 9.5 4.5 石原順一 イシハラジュンイチ 5.0 中尾英司 ナカオエイジ
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男子55歳以上 9.5 8.5 黒須美浩 クロスヨシヒロ 1.0 矢野昌弘 ヤノマサヒロ

男子55歳以上 9.0 0.0 吉留通紀 ヨシドメミチノリ 9.0 堀岡正司 ホリオカマサシ

男子55歳以上 5.5 4.5 東郷哲 トウゴウサトシ 1.0 小野貴志 オノタカシ

男子55歳以上 4.3 0.0 嘉本匡孝 カモトマサタカ 4.3 土屋文孝 ツチヤフミタカ

男子55歳以上 0.0 0.0 原文法 ハラフミノリ 0.0 成田文彦 ナリタフミヒコ

男子55歳以上 0.0 0.0 松尾紀彦 マツオノリヒコ 0.0 石井隆利 イシイタカトシ

男子55歳以上 0.0 0.0 松田純典 マツダヨシノリ 0.0 吉田英一郎 ヨシダエイイチロウ

男子55歳以上 0.0 0.0 三田裕之 ミタヒロユキ 0.0 竹下圭三 タケシタケイゾウ

男子55歳以上 0.0 0.0 山城通 ヤマシロトオル 0.0 野中秀行 ノナカヒデユキ

男子50歳以上 273.0 138.0 金子彰宏 カネコアキヒロ 135.0 水野裕史 ミズノヒロフミ

男子50歳以上 197.3 112.2 大川由二 オオカワユウジ 85.2 駒崎賢一 コマサキケンイチ

男子50歳以上 183.5 128.0 堺昭伸 サカイアキノブ 55.5 斉藤浩二 サイトウコウジ

男子50歳以上 143.0 125.0 宇戸谷友益 ウドヤトモノリ 18.0 渡辺学 ワタナベガク

男子50歳以上 123.3 99.3 小原雅史 コハラマサフミ 24.0 山田聡 ヤマダサトシ

男子50歳以上 80.0 16.0 樺山輝明 カバヤマテルアキ 64.0 後藤利一 ゴトウトシカズ

男子50歳以上 72.5 0.0 千葉淳 チバジュン 72.5 品田幸雄 シナダユキオ

男子50歳以上 69.3 37.3 上野文隆 ウエノフミタカ 32.0 福原一郎 フクハライチロウ

男子50歳以上 68.5 63.8 田内宏直 タノウチヒロナオ 4.7 大塚耕司 オオツカコウジ

男子50歳以上 45.3 0.0 高井徹治 タカイテツジ 45.3 安藤亘 アンドウワタル

男子50歳以上 26.0 26.0 山口嘉裕 ヤマグチヨシヒロ 0.0 武田修一 タケダシュウイチ

男子50歳以上 22.3 22.3 菅藤拓 カントウタク 0.0 大川亮輔 オオカワリョウスケ

男子50歳以上 21.0 0.0 喜友名朝則 キユナアサノリ 21.0 安倍吉生 アベヨシオ

男子50歳以上 21.0 3.5 武田克人 タケダカツヒト 17.5 前田洋一 マエダヨウイチ

男子50歳以上 18.8 12.2 風見聡 カザミサトシ 6.7 丸岡俊介 マルオカシュンスケ

男子50歳以上 18.5 18.5 白崎貴士 シラサキタカシ 0.0 笹川和幸 ササガワカズユキ

男子50歳以上 18.0 9.0 佐藤利治 サトウトシハル 9.0 清水直人 シミズナオト

男子50歳以上 15.0 0.0 風間弘亘 カザマヒロノブ 15.0 山形憲 ヤマガタケン

男子50歳以上 13.3 4.7 城坂誠 ジョウサカマコト 8.7 井上茂 イノウエシゲル

男子50歳以上 8.3 0.0 鈴木秀一 スズキシュウイチ 8.3 安藤誠 アンドウマコト

男子50歳以上 4.7 0.0 池内博行 イケウチヒロユキ 4.7 坂口卓 サカグチタク

男子50歳以上 3.9 3.9 上田治生 ウエダハルオ 0.0 上田郁 ウエダイク

男子50歳以上 2.0 1.0 赤牛俊文 アカウシトシブミ 1.0 本橋健一 モトハシケンイチ

男子50歳以上 0.0 0.0 中西弘幸 ナカニシヒロユキ 0.0 藤田恭一 フジタキョウイチ

男子50歳以上 0.0 0.0 松菱則嗣 マツビシノリツグ 0.0 遠藤哲也 エンドウテツヤ

男子45歳以上 526.6 526.6 小野塚英一 オノヅカヒデカズ 0.0 中島義晃 ナカジマヨシアキ

男子45歳以上 254.7 19.0 渋谷大介 シブヤダイスケ 235.7 堀順郎 ホリジュンロウ

男子45歳以上 167.2 64.3 岩谷大介 イワタニダイスケ 102.9 円谷武志 ツムラヤタケシ

男子45歳以上 88.8 49.8 野村元 ノムラゲン 39.0 林宏紀 ハヤシヒロミチ

男子45歳以上 86.3 37.2 加藤広泰 カトウヒロヤス 49.2 近藤茂三郎 コンドウモサブロウ

男子45歳以上 76.7 43.3 田中忠大 タナカタダヒロ 33.3 渡邊武彦 ワタナベタケヒコ

男子45歳以上 59.0 59.0 梶浦秀郎 カジウラヒデオ 0.0 梁取博孝 ヤナトリヒロタカ

男子45歳以上 54.7 33.5 岩崎大輔 イワサキダイスケ 21.2 岩崎重樹 イワサキシゲキ

男子45歳以上 44.7 22.3 永見尊 ナガミタカシ 22.3 根本隆之 ネモトタカユキ

男子45歳以上 34.2 33.2 佐野和雄 サノカズオ 1.0 汐田和将 シオタカズマサ

男子45歳以上 32.0 32.0 三輪幸孝 ミワユキタカ 0.0 坂本将之 サカモトマサユキ

男子45歳以上 19.0 13.5 海達昌嗣 カイダツマサツグ 5.5 高橋武司 タカハシタケシ

男子45歳以上 15.8 2.2 横井孝紀 ヨコイユキノリ 13.7 佐川明彦 サガワアキヒコ

男子45歳以上 12.7 12.7 山本正浩 ヤマモトマサヒロ 0.0 堀切謙次 ホリキリケンジ

男子45歳以上 10.2 9.2 田中健一 タナカケンイチ 1.0 成田享史 ナリタタカフミ

男子45歳以上 10.0 10.0 安田公彦 ヤスダキミヒコ 0.0 中安孝志 ナカヤスタカシ

男子45歳以上 4.8 3.8 小比賀剛 オビカタケシ 1.0 白杉高 シラスギタカシ

男子45歳以上 4.3 2.2 木南誠司 コミナミセイジ 2.2 蓮見朋広 ハスミトモヒロ

男子45歳以上 2.3 2.3 若木浩行 ワカキヒロユキ 0.0 佐藤貴史 サトウタカシ

男子45歳以上 0.0 0.0 神田祐志 カンダユウジ 0.0 弓澤公弘 ユミザワタカヒロ

男子45歳以上 0.0 0.0 島田耕介 シマダコウスケ 0.0 東文彦 ヒガシフミヒコ
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男子45歳以上 0.0 0.0 山本博之 ヤマモトヒロユキ 0.0 丸山康一郎 マルヤマコウイチロウ

女子一般 600.8 282.8 高月美季 タカツキミキ 318.0 飯野純子 イイノジュンコ

女子一般 450.2 257.2 天田由紀子 アマダユキコ 193.0 斉藤千代美 サイトウチヨミ

女子一般 402.7 194.7 尾上裕子 オノウエヒロコ 208.0 加藤久美 カトウクミ

女子一般 402.3 242.3 星美奈子 ホシミナコ 160.0 木下克子 キノシタカツコ

女子一般 320.0 160.0 松﨑照美 マツザキテルミ 160.0 町山久子 マチヤマヒサコ

女子一般 213.3 96.0 堺由里菜 サカイユリナ 117.3 堺菜々美 サカイナナミ

女子一般 192.3 111.3 平賀千恵子 ヒラガチエコ 81.0 川端圭子 カワバタケイコ

女子一般 192.0 192.0 寺本千夏 テラモトチナツ 0.0 柴﨑純子 シバサキジュンコ

女子一般 140.2 75.2 阿部香子 アベキョウコ 65.0 進藤有里子 シンドウユリコ

女子一般 129.2 65.2 日笠美恵子 ヒカサミエコ 64.0 日笠朋美 ヒカサトモミ

女子一般 66.0 33.0 島村美貴子 シマムラミキコ 33.0 大田稚香子 オオタチカコ

女子一般 64.0 32.0 三井実枝子 ミツイミエコ 32.0 岡本文江 オカモトフミエ

女子一般 49.3 16.0 太田春美 オオタハルミ 33.3 山本光子 ヤマモトミツコ

女子一般 30.8 29.7 酒井千里 サカイチサト 1.2 近藤美佳 コンドウミカ

女子一般 17.3 17.3 竹内美里 タケウチミサト 0.0 五十嵐杏樹 イガラシアンジュ

女子一般 16.0 0.0 小山純子 コヤマジュンコ 16.0 小山莉央 コヤマリオ

女子一般 13.7 3.0 高安亜菜美 タカヤスアサミ 10.7 宇戸谷美貴 ウドヤミキ

女子一般 11.5 3.0 新田亜紀子 ニッタアキコ 8.5 鈴木舞 スズキマイ

女子一般 11.0 11.0 阿部みゆき アベミユキ 0.0 久米智美 クメトモミ

女子一般 9.3 0.0 北坂朋子 キタサカトモコ 9.3 岡本香代 オカモトカヨ

女子一般 8.0 0.0 成富美代子 ナリトミミヨコ 8.0 内田牧子 ウチダマキコ

女子一般 4.5 3.5 住吉智子 スミヨシトモコ 1.0 安藤春菜 アンドウハルナ

女子一般 3.2 3.2 白山薫 シラヤマカオル 0.0 進藤時子 シンドウトキコ

女子一般 2.2 1.2 柿沼淑子 カキヌマヨシコ 1.0 宮内典子 ミヤウチノリコ

女子一般 2.0 2.0 横田厘香 ヨコタリカ 0.0 横田杏実留 ヨコタアミル

女子一般 0.2 0.0 西田恵子 ニシダケイコ 0.2 富沢由 トミサワユイ

女子一般 0.0 0.0 大澤由紀子 オオサワユキコ 0.0 大澤由佳 オオサワユウカ

女子60歳以上 137.5 74.5 神田憲子 カンダノリコ 63.0 小出郁子 コイデイクコ

女子60歳以上 76.0 38.0 宇田川恵子 ウダガワケイコ 38.0 松本街子 マツモトマチコ

女子60歳以上 58.5 49.5 四方裕美 シカタヒロミ 9.0 久下美佐子 クゲミサコ

女子60歳以上 57.5 25.5 橋本節子 ハシモトセツコ 32.0 塩田ますみ シオタマスミ

女子60歳以上 54.0 14.0 前川富子 マエカワトミコ 40.0 曽根陽子 ソネヨウコ

女子60歳以上 41.3 35.3 花岡秀美 ハナオカヒデミ 6.0 根津洋子 ネヅヨウコ

女子60歳以上 26.0 13.0 錦恵子 ニシキケイコ 13.0 波木井美智代 ハキイミチヨ

女子60歳以上 16.3 9.3 井本恵子 イモトケイコ 7.0 大嶋みさえ オオシマミサエ

女子60歳以上 1.0 1.0 米田敏子 マイタトシコ 0.0 篠塚和子 シノヅカカズコ

女子55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55歳以上 165.5 110.0 吉田公子 ヨシダキミコ 55.5 勝木千夏 カツキチナツ

女子55歳以上 66.0 49.0 住田ユカリ スミダユカリ 17.0 原田由紀 ハラダユキ

女子55歳以上 62.0 56.0 荒井真紀子 アライマキコ 6.0 笹沼ひろみ ササヌマヒロミ

女子55歳以上 42.3 10.2 渡辺恵子 ワタナベケイコ 32.2 佐藤純子 サトウジュンコ

女子55歳以上 33.0 27.0 玉川佳代子 タマガワカヨコ 6.0 竹内芳子 タケウチヨシコ

女子55歳以上 16.0 8.0 岡山由美子 オカヤマユミコ 8.0 谷澤弥生 タニザワヤヨイ

女子55歳以上 14.8 13.8 岸中由里 キシナカユリ 1.0 須合千寿子 スゴウチズコ

女子55歳以上 13.2 13.2 井川泉 イガワイズミ 0.0 髙橋智子 タカハシトモコ

女子55歳以上 9.0 1.0 谷口民子 タニグチタミコ 8.0 田中和子 タナカカズコ

女子55歳以上 8.2 8.2 神谷江利子 カミヤエリコ 0.0 相原喜美子 アイハラキミコ

女子55歳以上 7.7 6.7 福田照子 フクダテルコ 1.0 染谷由紀 ソメヤユキ

女子55歳以上 7.5 6.5 大沼彩子 オオヌマサイコ 1.0 甲藤智子 カットウトモコ

女子55歳以上 6.2 3.2 星正美 ホシマサミ 3.0 広田まり ヒロタマリ

女子55歳以上 4.2 3.2 石毛文子 イシゲフミコ 1.0 品田扶美子 シナダフミコ

女子55歳以上 0.0 0.0 関陽子 セキヨウコ 0.0 押田敦子 オシダアツコ

女子50歳以上 328.0 164.0 高橋裕子 タカハシヒロコ 164.0 柴崎優美 シバサキマサミ

女子50歳以上 320.0 160.0 相良奈緒美 サガラナオミ 160.0 兼松香織 カネマツカオリ
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女子50歳以上 204.7 100.7 大重佳代子 オオシゲカヨコ 104.0 村田裕子 ムラタユウコ

女子50歳以上 176.0 88.0 河村靖子 カワムラヤスコ 88.0 淺井晴美 アサイハルミ

女子50歳以上 73.5 51.5 長谷川恵美子 ハセガワエミコ 22.0 丸山陽子 マルヤマヨウコ

女子50歳以上 68.0 68.0 小林緑 コバヤシミドリ 0.0 神代京子 コウジロキョウコ

女子50歳以上 63.2 46.2 沼文子 ヌマアヤコ 17.0 佐々木真理 ササキマリ

女子50歳以上 48.0 24.0 浜田早苗 ハマダサナエ 24.0 後町志津 ゴチョウシヅ

女子50歳以上 44.0 22.0 安蒜真紀 アンビルマキ 22.0 豊崎由美子 トヨサキユミコ

女子50歳以上 34.0 17.0 毛利ひろみ モウリヒロミ 17.0 安田貴美子 ヤスダキミコ

女子50歳以上 31.8 12.0 三品加代子 ミシナカヨコ 19.8 伊勢谷留美子 イセヤルミコ

女子50歳以上 31.2 22.5 青山輝子 アオヤマアキコ 8.7 清水純子 シミズジュンコ

女子50歳以上 25.0 9.0 渡邊真雪 ワタナベマユキ 16.0 渡辺方惠 ワタナベマサエ

女子50歳以上 22.1 0.0 芝田明姿 シバタアシナ 22.1 赤堀眞理 アカホリマリ

女子50歳以上 10.5 10.5 石川佳代 イシカワカヨ 0.0 山口恵子 ヤマグチアヤコ

女子50歳以上 10.2 8.2 内田明美 ウチタアケミ 2.0 小林真由美 コバヤシマユミ

女子50歳以上 8.3 6.0 前田裕美子 マエダユミコ 2.3 細川ひとみ ホソカワヒトミ

女子50歳以上 6.0 3.0 青木まゆみ アオキマユミ 3.0 落合幸恵 オチアイユキエ

女子50歳以上 4.7 0.0 佐藤愛理 サトウエリ 4.7 高橋享子 タカハシキョウコ

女子50歳以上 0.0 0.0 石川悦子 イシカワエツコ 0.0 長岡真由美 ナガオカマユミ

女子50歳以上 0.0 0.0 植月栄 ウエツキサカエ 0.0 木本澄子 キモトスミコ

女子50歳以上 0.0 0.0 遠藤恵津子 エンドウエツコ 0.0 下瀬理佐 シモセリサ

女子50歳以上 0.0 0.0 押之見順子 オシノミジュンコ 0.0 東弘美 アズマヒロミ

女子50歳以上 0.0 0.0 平田祐子 ヒラタユウコ 0.0 後藤真紀 ゴトウマキ

女子50歳以上 0.0 0.0 松本由利江 マツモトユリエ 0.0 比嘉美弥子 ヒガミヤコ

女子45歳以上 716.0 358.0 石橋知佐子 イシバシチサコ 358.0 佐藤光子 サトウミツコ

女子45歳以上 304.9 134.0 堺裕子 サカイユウコ 170.9 佐々木さやか ササキサヤカ

女子45歳以上 144.2 99.2 名和幸恵 ナワユキエ 45.0 山田香 ヤマダカオリ

女子45歳以上 125.2 61.2 菅原佐都美 スガワラサトミ 64.0 内海佳世 ウツミカヨ

女子45歳以上 77.0 22.0 園部明美 ソノベアケミ 55.0 城川雄子 シロカワユウコ

女子45歳以上 46.8 22.0 船越いづみ フナコシイヅミ 24.8 南ゆうみ ミナミユウミ

女子45歳以上 26.7 11.0 丸山真由美 マルヤママユミ 15.7 辻本弘美 ツジモトヒロミ

女子45歳以上 26.0 13.0 鈴木玲子 スズキレイコ 13.0 小口由希子 オグチユキコ

女子45歳以上 17.0 16.0 鈴木恵美子 スズキエミコ 1.0 高橋好美 タカハシヨシミ

女子45歳以上 3.0 1.0 高橋淳子 タカハシジュンコ 2.0 人見泉 ヒトミイズミ

女子45歳以上 1.0 0.0 廷屋真弓 チョウヤマユミ 1.0 木下優子 キノシタユウコ

女子45歳以上 0.0 0.0 中島三紀恵 ナカシマミキエ 0.0 小宮山美帆 コミヤマミホ

女子40歳以上 174.7 174.7 和田明美 ワダアケミ 0.0 須藤由美 ストウユミ

女子40歳以上 164.8 98.8 瀧川千尋 タキカワチヒロ 66.0 石井理恵 イシイリエ

女子40歳以上 134.0 67.0 村上太佳子 ムラカミタカコ 67.0 干場美帆 ホシバミホ

女子40歳以上 130.0 65.0 常泉晴美 ツネイズミハルミ 65.0 山中紀美 ヤマナカキミ

女子40歳以上 121.0 89.0 市川桂子 イチカワケイコ 32.0 松崎聡子 マツザキサトコ

女子40歳以上 111.8 69.0 笹川理恵 ササガワリエ 42.8 塩村恵子 シオムラケイコ

女子40歳以上 66.2 66.2 瀧尾由利 タキオユリ 0.0 宮尾千穂 ミヤオチホ

女子40歳以上 65.0 0.0 木下歩美 キノシタアユミ 65.0 村山友梨子 ムラヤマユリコ

女子40歳以上 8.3 6.3 横井寿子 ヨコイヒサコ 2.0 佐川奈保子 サガワナホコ

女子40歳以上 2.0 1.0 小川吉美 オガワヨシミ 1.0 福嶋香織 フクシマカオリ

女子40歳以上 0.0 0.0 岩見多恵 イワミタエ 0.0 山木真知子 ヤマキマチコ

女子40歳以上 0.0 0.0 坂本多紀子 サカモトタキコ 0.0 秋葉久美子 アキバクミコ

6 / 6 ページ


	エントリーリスト

