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男子一般 7,584.0 和田恵知 ワダケイチ 男子一般 193.0 清光健太 セイコウケンタ

男子一般 3,052.0 遠藤昭好 エンドウアキヨシ 男子一般 192.0 風間啓行 カザマヒロユキ

男子一般 2,352.0 今井謙太郎 イマイケンタロウ 男子一般 192.0 外谷幸一 ソトヤコウイチ

男子一般 1,800.0 伊藤雅洋 イトウマサヒロ 男子一般 161.0 堺昭伸 サカイアキノブ

男子一般 1,519.5 青木真央 アオキマサヒロ 男子一般 161.0 須藤靖之 スドウヤスユキ

男子一般 1,300.0 原田江星 ハラダコウセイ 男子一般 160.0 井上智夢 イノウエサトム

男子一般 1,105.0 鈴木佳太 スズキケイタ 男子一般 160.0 斉藤均 サイトウヒトシ

男子一般 783.4 大川由二 オオカワユウジ 男子一般 129.0 大野隆博 オオノタカヒロ

男子一般 732.0 品田和樹 シナダカズキ 男子一般 129.0 小川洋三 オガワヨウゾウ

男子一般 701.4 菊池憲司 キクチケンジ 男子一般 129.0 佐藤憲明 サトウノリアキ

男子一般 660.0 松森裕大 マツモリユウダイ 男子一般 129.0 新田博文 ニッタヒロフミ

男子一般 636.0 上野啓 ウエノハジメ 男子一般 128.0 石野優弥 イシノユウヤ

男子一般 605.0 五十畑慶一 イソハタケイイチ 男子一般 128.0 糸川卓志 イトカワタクシ

男子一般 588.0 逆井雄大 サカサイユウダイ 男子一般 128.0 宇田川浩二 ウダガワコウジ

男子一般 504.0 内藤隆治 ナイトウリュウジ 男子一般 128.0 中村祐二 ナカムラユウジ

男子一般 445.0 佐藤克秀 サトウカツヒデ 男子一般 128.0 深堀智貴 フカホリトモキ

男子一般 445.0 佐藤洋一 サトウヨウイチ 男子一般 128.0 山口晋 ヤマグチススム

男子一般 444.0 高橋直希 タカハシナオキ 男子一般 115.0 小林秀之 コバヤシヒデユキ

男子一般 392.0 村松陸 ムラマツリク 男子一般 97.0 細野武朗 ホソノタケオ

男子一般 385.0 濱野治 ハマノオサム 男子一般 96.0 鎌田朋浩 カマタトモヒロ

男子一般 384.0 菊地学 キクチマナブ 男子一般 83.0 皆神武史 ミナカミタケシ

男子一般 384.0 古賀隆嗣 コガタカシ 男子一般 77.0 小柳伸作 コヤナギシンサク

男子一般 380.0 吉武朋彦 ヨシタケトモヒコ 男子一般 66.0 飯塚貴志 イイヅカタカシ

男子一般 376.0 星浩 ホシヒロシ 男子一般 66.0 鈴木克則 スズキカツノリ

男子一般 367.8 伊井昭彦 イイアキヒコ 男子一般 66.0 千原卓也 チハラタクヤ

男子一般 354.0 玉城盛友 タマシロセイユウ 男子一般 66.0 柄本芳行 ツカモトヨシユキ

男子一般 354.0 村上半治郎 ムラカミハンジロウ 男子一般 66.0 中山房雄 ナカヤマフサオ

男子一般 354.0 山河圭介 ヤマカワケイスケ 男子一般 66.0 松岡高希 マツオカコウキ

男子一般 353.0 櫻井慶亮 サクライケイスケ 男子一般 65.0 蘆田修平 アシダシュウヘイ

男子一般 321.0 高橋知伸 タカハシトモノブ 男子一般 65.0 遠藤孝平 エンドウコウヘイ

男子一般 320.0 太田創 オオタハジメ 男子一般 65.0 及川和秀 オイカワカズヒデ

男子一般 320.0 金崎拓 カナサキタク 男子一般 65.0 藤ノ木成幸 フジノキシゲユキ

男子一般 320.0 鈴木豊 スズキユタカ 男子一般 65.0 安岡大介 ヤスオカダイスケ

男子一般 317.0 橋本拓実 ハシモトタクミ 男子一般 64.0 北橋和幸 キタハシカズユキ

男子一般 280.0 宇梶晃介 ウカジコウスケ 男子一般 52.0 田中孝次 タナカコウジ

男子一般 257.0 飯田信之 イイダノブユキ 男子一般 34.0 小林遼太 コバヤシリョウタ

男子一般 257.0 栗野哲也 クリノテツヤ 男子一般 34.0 山本千尋 ヤマモトチヒロ

男子一般 256.0 笠洋彰 リュウヒロアキ 男子一般 32.0 石野雅弥 イシノマサヤ

男子一般 254.0 松本英樹 マツモトヒデキ 男子一般 32.0 伊藤士竜 イトウシリュウ

男子一般 253.0 柴山卓司 シバヤマタクジ 男子一般 32.0 篠原優太 シノハラユウタ

男子一般 253.0 高橋遼 タカハシリョウ 男子一般 32.0 葉葺真宝 ハブキシンホウ

男子一般 253.0 中島良平 ナカジマリョウヘイ 男子一般 32.0 星子直輝 ホシコナオキ

男子一般 224.0 阿部靖彦 アベヤスヒコ 男子一般 24.0 風見聡 カザミサトシ

男子一般 224.0 伊勢拓郎 イセタクロウ 男子一般 15.0 中根彰吾 ナカネショウゴ

男子一般 224.0 田中直之 タナカナオユキ 男子一般 13.7 半田聡 ハンダサトシ

男子一般 215.4 金原浩平 キンバラコウヘイ 男子一般 3.0 池内博行 イケウチヒロユキ

男子一般 194.0 佐藤宏樹 サトウヒロキ 男子一般 3.0 紀平秀喜 キヒラヒデキ

男子一般 194.0 下桐順一 シモギリジュンイチ 男子一般 3.0 佐藤孝彦 サトウタカヒコ

男子一般 194.0 根本隆之 ネモトタカユキ 男子一般 3.0 島崎泰 シマザキヤスシ

男子一般 193.0 上田治生 ウエダハルオ 男子一般 3.0 野々下稔 ノノシタミノル

2017年3月30日
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男子一般 2.0 伊藤励皇 イトウレオ 男子一般 0.0 松本敬一郎 マツモトケイイチロウ

男子一般 2.0 乾貴雄 イヌイタカオ 男子一般 0.0 水野耕平 ミズノコウヘイ

男子一般 2.0 木下将克 キノシタマサカツ 男子一般 0.0 山田慧 ヤマダケイ

男子一般 2.0 長井純一 ナガイジュンイチ 男子一般 0.0 山本正浩 ヤマモトマサヒロ

男子一般 2.0 朴明浩 パクアキヒロ 男子一般 0.0 由井健人 ユイケント

男子一般 2.0 湯浅匡洋 ユアサマサヒロ 男子一般 0.0 渡辺優一郎 ワタナベユウイチロウ

男子一般 1.0 石野翔丸 イシノショウマル 男子70才 144.0 佐伯幸信 サエキユキノブ

男子一般 1.0 上田郁 ウエダイク 男子70才 90.0 武藤晴亮 ムトウセイスケ

男子一般 1.0 大熊浩彰 オオクマヒロアキ 男子70才 77.0 稲岡教一 イナオカキョウイチ

男子一般 1.0 小川崇 オガワタカシ 男子70才 69.0 土屋恭三 ツチヤキョウゾウ

男子一般 1.0 鈴木博貴 スズキヒロキ 男子70才 44.0 庄司國男 ショウジクニオ

男子一般 1.0 高橋研太 タカハシケンタ 男子70才 40.0 辰井正雄 タツイマサオ

男子一般 1.0 瀧口俊貴 タキグチトシキ 男子70才 27.9 早川正太郎 ハヤカワショウタロウ

男子一般 1.0 津布久寛 ツブクヒロシ 男子70才 25.0 丹代栄一 タンダイエイイチ

男子一般 1.0 直江義和 ナオエヨシカズ 男子70才 24.0 伊藤衛 イトウマモル

男子一般 1.0 橋本卓也 ハシモトタクヤ 男子70才 20.3 清水武 シミズタケシ

男子一般 1.0 馬場浩一 ババコウイチ 男子70才 20.0 仁平唯夫 ニヘイタダオ

男子一般 1.0 林田聖司 ハヤシダセイジ 男子70才 11.0 久本泰秀 ヒサモトヤスヒデ

男子一般 1.0 松本達也 マツモトタツヤ 男子70才 10.0 小栗欣也 オグリキンヤ

男子一般 0.0 秋山威雄 アキヤマタケオ 男子70才 8.0 柳川肇 ヤナガワハジメ

男子一般 0.0 熱田上 アツタジョウ 男子70才 7.0 石川透 イシカワトオル

男子一般 0.0 飯島章英 イイジマタカヒデ 男子70才 7.0 岡隆次郎 オカリュウジロウ

男子一般 0.0 石島慎也 イシジマシンヤ 男子70才 7.0 高橋肇 タカハシハジメ

男子一般 0.0 岩室悠 イワムロユウ 男子70才 4.0 鈴木英夫 スズキヒデオ

男子一般 0.0 植苗正勝 ウエナエマサカツ 男子70才 3.0 竹元忠彬 タケモトタダアキラ

男子一般 0.0 内田巧人 ウチタタクト 男子70才 3.0 松浦浩一 マツウラコウイチ

男子一般 0.0 大岡聡 オオオカサトシ 男子70才 3.0 山田盛人 ヤマダモリヒト

男子一般 0.0 小野寺良洋 オノデラヨシヒロ 男子70才 2.0 青木一郎 アオキイチロウ

男子一般 0.0 川村祐介 カワムラユウスケ 男子70才 2.0 今井道直 イマイミチナオ

男子一般 0.0 木村直哉 キムラナオヤ 男子70才 2.0 因松美 チナミマツミ

男子一般 0.0 木谷泰章 キヤヤスアキ 男子70才 0.0 東昭夫 アズマアキオ

男子一般 0.0 小島諒介 コジマリョウスケ 男子70才 0.0 伊藤章雄 イトウアキオ

男子一般 0.0 後藤志友也 ゴトウシュウヤ 男子70才 0.0 橋場弘道 ハシバヒロミチ

男子一般 0.0 小山陵介 コヤマリョウスケ 男子70才 0.0 安川潜次 ヤスカワ象灼

男子一般 0.0 齋藤崇史 サイトウタカシ 男子65才 265.0 堀川道夫 ホリカワミチオ

男子一般 0.0 宍戸弘之 シシドヒロユキ 男子65才 213.4 齊藤輝一 サイトウテルカズ

男子一般 0.0 杉岡晋弥 スギオカシンヤ 男子65才 150.4 石塚明寛 イシヅカアキヒロ

男子一般 0.0 杉本省二 スギモトショウジ 男子65才 96.0 久保田光一 クボタコウイチ

男子一般 0.0 杉山涼 スギヤマリョウ 男子65才 70.0 岡野靜夫 オカノシズオ

男子一般 0.0 空重希 ソラシゲキ 男子65才 58.0 江連隆道 エヅレタカミチ

男子一般 0.0 武田克人 タケダカツヒト 男子65才 57.0 田中一平 タナカイッペイ

男子一般 0.0 田島道弘 タジマミチヒロ 男子65才 52.0 赤間富士夫 アカマフジオ

男子一般 0.0 永見尊 ナガミタカシ 男子65才 50.0 井本耕三 イモトコウゾウ

男子一般 0.0 中道賢一郎 ナカミチケンイチロウ 男子65才 40.0 椎橋能久 シイバシヨシヒサ

男子一般 0.0 橋本好史 ハシモトヨシフミ 男子65才 39.0 岡崎博志 オカザキヒロシ

男子一般 0.0 羽石直浩 ハネイシナオヒロ 男子65才 39.0 津村克彦 ツムラカツヒコ

男子一般 0.0 浜田敏 ハマダサトシ 男子65才 20.0 大塚孝悦 オオツカタカヨシ

男子一般 0.0 原島直久 ハラシマナオヒサ 男子65才 20.0 長峰吉和 ナガミネヨシカズ

男子一般 0.0 樋口達也 ヒグチタツヤ 男子65才 15.0 遠山義男 トオヤマヨシオ

男子一般 0.0 日高浩司 ヒダカヒロシ 男子65才 14.0 坂倉哲雄 サカクラテツオ
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男子65才 14.0 佐藤敏晴 サトウトシハル 男子55才 260.3 浜辺雅昭 ハマベマサアキ

男子65才 13.0 佐々木太一郎 ササキタイチロウ 男子55才 257.7 島田俊之 シマダトシユキ

男子65才 13.0 渡邉英男 ワタナベヒデオ 男子55才 230.0 石野隆司 イシノタカシ

男子65才 12.0 田中康夫 タナカヤスオ 男子55才 218.0 小嶋昭二 コジマショウジ

男子65才 11.0 羽根田隆 ハネダリュウ 男子55才 217.0 佐久間正樹 サクママサキ

男子65才 11.0 松井陽二 マツイヨウジ 男子55才 144.0 吉田裕二 ヨシダユウジ

男子65才 10.0 瀧波浩治 タキナミコウジ 男子55才 111.0 村田功 ムラタイサオ

男子65才 8.0 尾山眞樹 オヤママサキ 男子55才 103.0 竹内篤 タケウチアツシ

男子65才 7.0 原俊夫 ハラトシオ 男子55才 96.0 佐藤朋直 サトウトモナオ

男子65才 2.0 関塚幸雄 セキヅカユキオ 男子55才 77.0 中津井和宏 ナカツイカズヒロ

男子65才 2.0 田村充 タムラミツル 男子55才 67.3 長谷部浩 ハセベヒロシ

男子65才 1.0 井出政司 イデマサシ 男子55才 64.0 大橋宇智雄 オオハシウチオ

男子65才 1.0 岩崎中平 イワサキチュウヘイ 男子55才 53.0 佐倉正和 サクラマサカズ

男子65才 1.0 梅田五郎 ウメダゴロウ 男子55才 53.0 執行義隆 シギョウヨシタカ

男子65才 0.0 板谷博道 イタヤヒロミチ 男子55才 51.0 木川眞 キカワマコト

男子65才 0.0 稲木邦夫 イナギクニオ 男子55才 49.0 越智章浩 オチアキヒロ

男子65才 0.0 倉持正夫 クラモチマサオ 男子55才 45.0 梶房智 カジフササトシ

男子65才 0.0 樽見紀男 タルミノリオ 男子55才 34.0 伊勢隆幸 イセタカユキ

男子65才 0.0 中台昇 ナカダイノボル 男子55才 34.0 塩野岳美 シオノタケミ

男子60才 364.5 岩元隆一 イワモトリュウイチ 男子55才 33.0 石橋克哉 イシバシカツヤ

男子60才 328.5 安田幸博 ヤスダユキヒロ 男子55才 32.0 佐藤豊 サトウユタカ

男子60才 124.0 石橋健一 イシバシケンイチ 男子55才 29.0 安達靖 アダチヤスシ

男子60才 111.5 須藤宏 スドウヒロシ 男子55才 28.0 古口伸浩 コグチノブヒロ

男子60才 96.0 大塚正 オオツカタダシ 男子55才 27.0 浅見正尚 アサミマサナオ

男子60才 71.0 芳賀雅丈 ハガマサタケ 男子55才 27.0 笠井一八 カサイカズヤ

男子60才 70.5 石井康義 イシイヤスヨシ 男子55才 26.0 崎山和三 サキヤマカツミ

男子60才 62.0 中村治幸 ナカムラハルユキ 男子55才 26.0 野平勝己 ノヒラカツミ

男子60才 38.0 大羽秀史 オオバヒデフミ 男子55才 26.0 橋本美喜夫 ハシモトミキオ

男子60才 36.8 天野新一 アマノシンイチ 男子55才 26.0 春山秀明 ハルヤマヒデアキ

男子60才 30.0 海老澤満 エビサワミツル 男子55才 18.0 大友孝徳 オオトモタカノリ

男子60才 29.0 内田宏 ウチダヒロシ 男子55才 14.0 内田素行 ウチダモトユキ

男子60才 28.0 佐々木康光 ササキヤスミツ 男子55才 13.0 河津隆昭 カワヅタカアキ

男子60才 21.0 平松聡 ヒラマツサトシ 男子55才 3.0 小田剛資 オダタケシ

男子60才 20.0 大熊勝 オオクママサル 男子55才 3.0 柴田浩 シバタヒロシ

男子60才 20.0 中西晴義 ナカニシハルヨシ 男子55才 3.0 松田賢一 マツダケンイチ

男子60才 13.0 秋本孝成 アキモトタカナリ 男子55才 2.0 秋保進 アキホススム

男子60才 3.0 大崎真 オオサキマコト 男子55才 2.0 石神勉 イシガミツトム

男子60才 3.0 埜口能孝 ノグチヨシタカ 男子55才 1.0 碇孝浩 イカリタカヒロ

男子60才 1.0 北田敏郎 キタダトシロウ 男子55才 1.0 川越正美 カワゴエマサミ

男子60才 1.0 合六一美 ゴウロクカズミ 男子55才 1.0 篠原聡 シノハラサトシ

男子60才 1.0 杉田明 スギタアキラ 男子55才 1.0 日笠延昭 ヒカサノブアキ

男子60才 1.0 中林慎悟 ナカバヤシシンゴ 男子55才 1.0 山口高 ヤマグチタカシ

男子60才 1.0 安武弘幸 ヤスタケヒロユキ 男子55才 1.0 湯本治仁 ユモトハルヒト

男子60才 0.0 遠藤信也 エンドウシンヤ 男子55才 0.0 岩崎孝彦 イワサキタカヒコ

男子60才 0.0 澤田政雄 サワダマサオ 男子55才 0.0 佐野和雄 サノカズオ

男子60才 0.0 土井俊彦 ドイトシヒコ 男子55才 0.0 橋本昭秀 ハシモトアキヒデ

男子60才 0.0 福田宗弘 フクダムネヒロ 男子55才 0.0 柳宗一郎 ヤナギソウイチロウ

男子55才 282.3 日下部実 クサカベミノル 男子55才 0.0 渡邊悟 ワタナベサトル

男子55才 265.7 妓津佳孝 キヅヨシタカ 男子55才 0.0 渡辺茂 ワタナベシゲル

男子55才 261.0 土屋和久 ツチヤカズヒサ 男子50才 437.2 山田清文 ヤマダキヨフミ



4 / 5 ページ

2017年度 シングルス大会 エントリーリスト
参加種目 MOP 選手名 フリガナ 参加種目 MOP 選手名 フリガナ

2017年3月30日

男子50才 360.5 藍川伸雄 アイカワノブオ 男子45才 327.0 小川英也 オガワヒデヤ

男子50才 284.5 長谷川泰宏 ハセガワヤスヒロ 男子45才 288.0 増橋慶一朗 マスハシケイイチロウ

男子50才 280.6 土谷啓介 ツチヤケイスケ 男子45才 221.0 小笠原直樹 オガサワラナオキ

男子50才 254.0 芦文基 アシフミキ 男子45才 143.2 岡田直樹 オカダナオキ

男子50才 254.0 川崎裕通 カワサキヒロユキ 男子45才 105.0 金子彰宏 カネコアキヒロ

男子50才 253.4 足立芳裕 アダチヨシヒロ 男子45才 95.0 坂野徳明 バンノノリアキ

男子50才 160.0 宇田川明 ウダガワアキラ 男子45才 65.0 鴻巣貴弘 コウノスタカヒロ

男子50才 115.0 人見善弘 ヒトミヨシヒロ 男子45才 58.0 胡桃正一 クルミショウイチ

男子50才 102.0 野崎忠明 ノザキタダアキ 男子45才 58.0 藤原光英 フジワラミツヒデ

男子50才 97.0 今村幸資 イマムラコウスケ 男子45才 45.0 金子慎太郎 カネコシンタロウ

男子50才 97.0 林廉二 ハヤシレンジ 男子45才 41.0 友近剛史 トモチカタケシ

男子50才 80.0 安藤亘 アンドウワタル 男子45才 24.0 山形憲 ヤマガタケン

男子50才 80.0 高橋義明 タカハシヨシアキ 男子45才 22.0 関直哉 セキナオヤ

男子50才 77.0 吉田茂 ヨシダシゲル 男子45才 20.0 田内宏直 タノウチヒロナオ

男子50才 76.0 鈴木豊秋 スズキホウシュウ 男子45才 19.0 小畑拓也 コバタタクヤ

男子50才 68.0 深谷正之 フカヤマサユキ 男子45才 19.0 毛利哲也 モウリテツヤ

男子50才 67.0 丸岡俊介 マルオカシュンスケ 男子45才 3.0 松江正則 マツエマサノリ

男子50才 65.0 小笠原敏弘 オガサワラトシヒロ 男子45才 1.0 蘆田陽一 アシダヨウイチ

男子50才 62.7 宋鎭旭 ソンジンウク 男子45才 1.0 阿部鉱三 アベコウゾウ

男子50才 49.0 石原順一 イシハラジュンイチ 男子45才 0.0 上野文隆 ウエノフミタカ

男子50才 34.0 堀岡正司 ホリオカマサシ 男子45才 0.0 小原雅史 コハラマサフミ

男子50才 33.0 大川秀樹 オオカワヒデキ 男子45才 0.0 中尾誠 ナカオマコト

男子50才 32.0 影浦直人 カゲウラナオト 男子45才 0.0 福地賢一 フクチケンイチ

男子50才 32.0 山本知弘 ヤマモトトモヒロ 男子45才 0.0 毛利広成 モウリヒロナリ

男子50才 19.0 太田光治 オオタミツハル 男子40才 384.0 円谷武志 ツムラヤタケシ

男子50才 18.0 横澤秀雄 ヨコザワビデオ 男子40才 238.0 斉藤浩二 サイトウコウジ

男子50才 17.0 黒須美浩 クロスヨシヒロ 男子40才 225.0 駒崎賢一 コマサキケンイチ

男子50才 17.0 瀬口敏 セグチサトシ 男子40才 202.0 八木岡武志 ヤギオカタケシ

男子50才 16.0 梅津達也 ウメヅタツヤ 男子40才 193.0 宇野毅 ウノタケシ

男子50才 16.0 小野貴志 オノタカシ 男子40才 193.0 平賀大嗣 ヒラガダイジ

男子50才 3.0 岩田龍雄 イワタタツオ 男子40才 157.0 牛尾雅行 ウシオマサユキ

男子50才 3.0 清水暢雄 シミズノブオ 男子40才 148.0 堀順郎 ホリジュンロウ

男子50才 3.0 田口直樹 タグチナオキ 男子40才 86.0 柳瀬光弘 ヤナセミツヒロ

男子50才 2.0 中尾英司 ナカオエイジ 男子40才 27.0 小林邦博 コバヤシクニヒロ

男子50才 2.0 西村達也 ニシムラタツヤ 男子40才 3.7 岩谷大介 イワタニダイスケ

男子50才 1.0 阿部嘉一 アベヨシカズ 男子40才 2.0 小川俊亮 オガワトシアキ

男子50才 1.0 金道浩一 キンドウコウイチ 男子40才 2.0 田中忠大 タナカタダヒロ

男子50才 1.0 水谷竜樹 ミズタニリュウジュ 男子40才 2.0 長谷崇史 ナガタニタカシ

男子50才 1.0 望月謙二 モチヅキケンジ 男子40才 0.0 佐川明彦 サガワアキヒコ

男子50才 0.0 赤木俊之 アカギトシユキ 男子40才 0.0 中村仁 ナカムラジン

男子50才 0.0 石毛覚 イシゲサトル 男子35才 294.5 小栗崇 オグリタカシ

男子50才 0.0 石山真吾 イシヤマシンゴ 男子35才 53.0 近藤茂三郎 コンドウモサブロウ

男子50才 0.0 曹戦勝 ソウセンショウ 男子35才 51.0 石川英敏 イシカワヒデトシ

男子50才 0.0 竹内智之 タケウチトモユキ 男子35才 38.0 若松高広 ワカマツタカヒロ

男子50才 0.0 中村信行 ナカムラノブユキ 男子35才 1.0 加藤広泰 カトウヒロヤス

男子50才 0.0 藤由亨 フジヨシトオル 男子35才 0.0 瀧尾博文 タキオヒロフミ

男子50才 0.0 堀和正 ホリカズマサ 男子35才 0.0 登洋太 ノボルヨウタ

男子50才 0.0 前田洋一 マエダヨウイチ 男子35才 0.0 八巻成潔 ヤマキナルキヨ

男子50才 0.0 安田隆範 ヤスダタカノリ 女子一般 1,456.0 内田絵比 ウチタエナミ

男子45才 523.8 大塚伸介 オオツカシンスケ 女子一般 846.0 堺菜々美 サカイナナミ
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女子一般 648.0 志村紀歩 シムラキホ 女子55才 45.0 神田憲子 カンダノリコ

女子一般 636.0 大房貴子 オオフサタカコ 女子55才 44.0 赤堀眞理 アカホリマリ

女子一般 445.0 渡辺貴久恵 ワタナベキクエ 女子55才 35.0 二宮由紀子 ニノミヤユキコ

女子一般 384.0 小林杏香里 コバヤシアカリ 女子55才 27.0 井本恵子 イモトケイコ

女子一般 321.0 鈴木恵美 スズキエミ 女子55才 19.5 石毛文子 イシゲフミコ

女子一般 257.0 瀧川千尋 タキカワチヒロ 女子55才 2.0 渡辺恵子 ワタナベケイコ

女子一般 257.0 中山佳菜 ナカヤマカナ 女子55才 0.0 佐藤純子 サトウジュンコ

女子一般 256.0 佐藤真奈美 サトウマナミ 女子55才 0.0 四方裕美 シカタヒロミ

女子一般 196.4 大野木博美 オオノギヒロミ 女子55才 0.0 星正美 ホシマサミ

女子一般 194.0 平賀千恵子 ヒラガチエコ 女子50才 451.5 加藤明美 カトウアケミ

女子一般 192.0 服部小百合 ハットリサユリ 女子50才 247.5 和田明美 ワダアケミ

女子一般 192.0 水谷陽子 ミズタニヨウコ 女子50才 224.0 吉田公子 ヨシダキミコ

女子一般 179.8 足立直重 アダチナオエ 女子50才 96.0 柴崎優美 シバサキマサミ

女子一般 160.0 天田由紀子 アマダユキコ 女子50才 0.0 甲藤智子 カットウトモコ

女子一般 130.0 高井未美 タカイミヨシ 女子50才 0.0 坂本真奈美 サカモトマナミ

女子一般 129.0 佐々木さやか ササキサヤカ 女子50才 0.0 田中和子 タナカカズコ

女子一般 97.0 近藤美佳 コンドウミカ 女子45才 0.0 伊勢谷留美子 イセヤルミコ

女子一般 64.0 酒井千里 サカイチサト 女子40才 332.0 奥村正江 オクムラマサエ

女子一般 64.0 湯本千彰 ユモトチアキ 女子40才 128.0 山崎陽子 ヤマザキヨウコ

女子一般 33.0 宇戸谷美貴 ウドヤミキ 女子40才 64.0 後藤真紀 ゴトウマキ

女子一般 32.0 荒川真由美 アラカワマユミ 女子40才 1.0 倉松奈加 クラマツナカ

女子一般 32.0 飯泉友梨子 イイズミユリコ 女子40才 0.0 山田千尋 ヤマダチヒロ

女子一般 3.0 荒川美希 アラカワミキ

女子一般 3.0 市川桂子 イチカワケイコ

女子一般 3.0 森西暁子 モリニシアキコ

女子一般 2.0 佐藤春美 サトウハルミ

女子一般 2.0 菅原佐都美 スガワラサトミ

女子一般 2.0 福田照子 フクダテルコ

女子一般 2.0 星子裕代 ホシコヤスヨ

女子一般 2.0 村山友紀子 ムラヤマユキコ

女子一般 1.0 根本絢子 ネモトアヤコ

女子一般 1.0 橋本亮子 ハシモトリョウコ

女子一般 1.0 ミール計恵 ミールカズエ

女子一般 0.0 阿部香子 アベキョウコ

女子一般 0.0 伊豆丸美友 イズマルミユ

女子一般 0.0 斉藤愛里沙 サイトウアリサ

女子一般 0.0 住吉智子 スミヨシトモコ

女子一般 0.0 瀧尾由利 タキオユリ

女子一般 0.0 橋口明子 ハシグチアキコ

女子一般 0.0 早川菜々美 ハヤカワナナミ

女子一般 0.0 福井仁美 フクイヒトミ

女子一般 0.0 松本美奈子 マツモトミナコ

女子一般 0.0 水谷愛美 ミズタニマナミ

女子一般 0.0 和田歩美 ワダアユミ

女子60才 22.0 金子治子 カネコハルコ

女子60才 0.0 生島悦子 イクシマエツコ

女子60才 0.0 中村麻砂子 ナカムラマサコ

女子55才 639.4 島田京子 シマダキョウコ

女子55才 163.5 花岡秀美 ハナオカヒデミ

女子55才 65.0 山本景子 ヤマモトケイコ
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