
2021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

男子一般 1,876.0 和田恵知 ワダケイチ 男子一般 1.0 齊藤主樹 サイトウカズキ
男子一般 1,604.0 今井謙太郎 イマイケンタロウ 男子一般 1.0 宍戸弘之 シシドヒロユキ
男子一般 1,412.0 佐藤孝彦 サトウタカヒコ 男子一般 1.0 下桐順一 シモギリジュンイチ
男子一般 1,052.0 中根彰吾 ナカネショウゴ 男子一般 1.0 竹内智寛 タケウチトモヒロ
男子一般 996.0 山口晋 ヤマグチススム 男子一般 1.0 内藤隆治 ナイトウリュウジ
男子一般 885.0 松森裕大 マツモリユウダイ 男子一般 1.0 長谷川直人 ハセガワナオト
男子一般 823.5 青木真央 アオキマサヒロ 男子一般 1.0 山本清二 ヤマモトセイジ
男子一般 813.5 高橋直希 タカハシナオキ 男子一般 1.0 山本千尋 ヤマモトチヒロ
男子一般 700.0 小出哲也 コイデテツヤ 男子一般 0.0 秋山恭寛 アキヤマヤスヒロ
男子一般 605.0 品田和樹 シナダカズキ 男子一般 0.0 足立重登 アダチシゲト
男子一般 604.0 飯島章英 イイジマタカヒデ 男子一般 0.0 足立正 アダチタダシ
男子一般 481.0 柴山卓司 シバヤマタクジ 男子一般 0.0 粟津優 アワヅユウ
男子一般 445.0 星浩 ホシヒロシ 男子一般 0.0 石井成将 イシイノリユキ
男子一般 417.0 清光健太 セイコウケンタ 男子一般 0.0 石森光一 イシモリコウイチ
男子一般 353.0 菊池武臣 キクチタケオミ 男子一般 0.0 大嶋祐輝 オオシマユウキ
男子一般 350.0 平岡伸雄 ヒラオカノブオ 男子一般 0.0 大野正樹 オオノマサキ
男子一般 332.0 中村祐二 ナカムラユウジ 男子一般 0.0 大野祐輔 オオノユウスケ
男子一般 321.0 阿部靖彦 アベヤスヒコ 男子一般 0.0 岡野祥太 オカノショウタ
男子一般 321.0 中島良平 ナカジマリョウヘイ 男子一般 0.0 尾上朝陽 オノウエアサヒ
男子一般 320.0 高橋遼 タカハシリョウ 男子一般 0.0 垣原史和 カキハラフミカズ
男子一般 319.7 上田治生 ウエダハルオ 男子一般 0.0 岸本純一 キシモトジュンイチ
男子一般 295.0 山河圭介 ヤマカワケイスケ 男子一般 0.0 喜友名翼 キユナタスク
男子一般 256.0 齋藤崇史 サイトウタカシ 男子一般 0.0 境野考浩 サカイノタカヒロ
男子一般 252.0 鎌田朋浩 カマタトモヒロ 男子一般 0.0 阪口仁 サカグチジン
男子一般 225.0 栗野哲也 クリノテツヤ 男子一般 0.0 佐川永遠 サガワトワ
男子一般 194.0 村上半治郎 ムラカミハンジロウ 男子一般 0.0 佐藤健司 サトウケンジ
男子一般 194.0 吉武朋彦 ヨシタケトモヒコ 男子一般 0.0 佐藤良介 サトウリョウスケ
男子一般 192.0 荒川真夏 アラカワマナツ 男子一般 0.0 杉原一史 スギハラカズヒト
男子一般 192.0 千原卓也 チハラタクヤ 男子一般 0.0 関澤健太 セキザワケンタ
男子一般 192.0 笠洋彰 リュウヒロアキ 男子一般 0.0 せるでぃんすきかろる セルディンスキカロル
男子一般 173.0 平賀大嗣 ヒラガダイジ 男子一般 0.0 鷹巣太郎 タカスタロウ
男子一般 135.5 杉本省二 スギモトショウジ 男子一般 0.0 高橋武司 タカハシタケシ
男子一般 129.0 朴明浩 パクアキヒロ 男子一般 0.0 田島明 タジマアキラ
男子一般 97.0 石野優弥 イシノユウヤ 男子一般 0.0 田嶋哲宜 タジマテツノリ
男子一般 97.0 大野隆博 オオノタカヒロ 男子一般 0.0 長岡諒太 ナガオカリョウタ
男子一般 97.0 渡邊優一郎 ワタナベユウイチロウ 男子一般 0.0 中野岳 ナカノガク
男子一般 96.0 風見聡 カザミサトシ 男子一般 0.0 中村修大 ナカムラシュウタ
男子一般 96.0 小山陵介 コヤマリョウスケ 男子一般 0.0 中村忠士 ナカムラタダシ
男子一般 96.0 須藤靖之 スドウヤスユキ 男子一般 0.0 八田浩昂 ハッタヒロタカ
男子一般 96.0 湯浅匡洋 ユアサマサヒロ 男子一般 0.0 日出衛 ヒデマモル
男子一般 67.0 田中忠大 タナカタダヒロ 男子一般 0.0 細川隆 ホソカワタカシ
男子一般 66.0 高橋知伸 タカハシトモノブ 男子一般 0.0 細澤健吾 ホソザワケンゴ
男子一般 65.0 木村直哉 キムラナオヤ 男子一般 0.0 堀切柊 ホリキリシュウ
男子一般 65.0 小林秀之 コバヤシヒデユキ 男子一般 0.0 牧野駿 マキノシュン
男子一般 65.0 武田克人 タケダカツヒト 男子一般 0.0 牧野雄一 マキノユウイチ
男子一般 64.0 石野翔丸 イシノショウマル 男子一般 0.0 松本剛直 マツモトタケナオ
男子一般 64.0 岡本佳隆 オカモトヨシタカ 男子一般 0.0 三尾和輝 ミオカズキ
男子一般 64.0 杭瀬雄亮 クイセユウスケ 男子一般 0.0 森義晶 モリヨシアキ
男子一般 64.0 佐藤幹太 サトウカンタ 男子一般 0.0 山中夏樹 ヤマナカナツキ
男子一般 64.0 水野耕平 ミズノコウヘイ 男子一般 0.0 山野友暉 ヤマノユウキ
男子一般 64.0 山下和也 ヤマシタカズヤ 男子一般 0.0 山本大翔 ヤマモトタイショウ
男子一般 38.0 上野文隆 ウエノフミタカ 男子一般 0.0 山本拓巳 ヤマモトタクミ
男子一般 33.0 飯塚貴志 イイヅカタカシ 男子一般 0.0 米田有輝 ヨネダユウキ
男子一般 33.0 伊勢拓郎 イセタクロウ 男子一般 0.0 脇田健史 ワキダタケシ
男子一般 33.0 加藤正純 カトウマサズミ 男子70歳 109.9 椎橋能久 シイバシヨシヒサ
男子一般 33.0 小林遼太 コバヤシリョウタ 男子70歳 78.0 赤間富士夫 アカマフジオ
男子一般 33.0 鈴木祐輔 スズキユウスケ 男子70歳 51.0 石橋健一 イシバシケンイチ
男子一般 32.0 遠藤和史 エンドウカズフミ 男子70歳 45.0 佐々木太一郎 ササキタイチロウ
男子一般 32.0 豊島正美 トヨシママサミ 男子70歳 42.5 岡野靜夫 オカノシズオ
男子一般 26.0 川崎良 カワサキリョウ 男子70歳 39.2 井本耕三 イモトコウゾウ
男子一般 16.0 荒井真彦 アライマサヒコ 男子70歳 39.0 岩崎中平 イワサキチュウヘイ
男子一般 16.0 中島海夏翔 ナカシマカナト 男子70歳 33.0 原田博 ハラダヒロシ
男子一般 2.0 川村祐介 カワムラユウスケ 男子70歳 32.0 坂倉哲雄 サカクラテツオ
男子一般 2.0 鈴木博貴 スズキヒロキ 男子70歳 26.0 石川透 イシカワトオル
男子一般 2.0 高橋裕之 タカハシヒロユキ 男子70歳 26.0 渡邉英男 ワタナベヒデオ
男子一般 2.0 田島道弘 タジマミチヒロ 男子70歳 23.0 辰井正雄 タツイマサオ
男子一般 2.0 葉葺真宝 ハブキシンホウ 男子70歳 17.6 松井陽二 マツイヨウジ
男子一般 2.0 松岡高希 マツオカコウキ 男子70歳 17.0 伊藤章雄 イトウアキオ
男子一般 2.0 柳宗一郎 ヤナギソウイチロウ 男子70歳 12.0 稲岡教一 イナオカキョウイチ
男子一般 1.0 岡田雅弘 オカダマサヒロ 男子70歳 7.0 尾山眞樹 オヤママサキ
男子一般 1.0 兼古知弥 カネコトモヤ 男子70歳 7.0 佐藤誠 サトウマコト
男子一般 1.0 木下将克 キノシタマサカツ

2021年4月1日

1 / 4 ページ



2021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

2021年4月1日

男子70歳 7.0 丹代栄一 タンダイエイイチ 男子60歳 28.0 橋本昭秀 ハシモトアキヒデ
男子70歳 7.0 土田久夫 ツチダヒサオ 男子60歳 27.0 竹内篤 タケウチアツシ
男子70歳 6.5 松原秀夫 マツバラヒデオ 男子60歳 27.0 望月謙二 モチヅキケンジ
男子70歳 5.0 庄司國男 ショウジクニオ 男子60歳 26.0 安達靖 アダチヤスシ
男子70歳 5.0 遠山義男 トオヤマヨシオ 男子60歳 24.0 石橋克哉 イシバシカツヤ
男子70歳 5.0 柳川肇 ヤナガワハジメ 男子60歳 15.0 梶房智 カジフササトシ
男子70歳 4.0 久本泰秀 ヒサモトヤスヒデ 男子60歳 15.0 金道浩一 キンドウコウイチ
男子70歳 3.0 大槻恵一 オオツキケイイチ 男子60歳 15.0 野平勝己 ノヒラカツミ
男子70歳 2.5 岡隆次郎 オカリュウジロウ 男子60歳 15.0 渡辺茂 ワタナベシゲル
男子70歳 2.0 中澤明雄 ナカザワアキオ 男子60歳 14.0 内田素行 ウチダモトユキ
男子70歳 2.0 原俊夫 ハラトシオ 男子60歳 13.0 秋広信二 アキヒロシンジ
男子70歳 2.0 松浦浩一 マツウラコウイチ 男子60歳 13.0 笠井一八 カサイカズヤ
男子70歳 1.0 井出政司 イデマサシ 男子60歳 11.0 佐々木康光 ササキヤスミツ
男子70歳 1.0 角野優史 カクノマサフミ 男子60歳 10.0 明間重幸 アケマシゲユキ
男子70歳 1.0 神山隆夫 カミヤマタカオ 男子60歳 10.0 大崎真 オオサキマコト
男子70歳 1.0 木村俊一 キムラシュンイチ 男子60歳 10.0 神田一宏 カンダカズヒロ
男子70歳 1.0 山本豊秀 ヤマモトトヨヒデ 男子60歳 3.0 碇孝浩 イカリタカヒロ
男子70歳 0.0 相田澄男 アイダスミオ 男子60歳 2.0 田中孝次 タナカコウジ
男子70歳 0.0 井上公夫 イノウエキミオ 男子60歳 1.0 宮國公一 ミヤクニキミカズ
男子70歳 0.0 坂井義和 サカイヨシカズ 男子60歳 0.0 五十嵐満 イガラシミツル
男子70歳 0.0 崎田廣造 サキタコウゾウ 男子60歳 0.0 伊東正彦 イトウマサヒコ
男子70歳 0.0 中野正和 ナカノマサカズ 男子60歳 0.0 丑澤正浩 ウシザワマサヒロ
男子70歳 0.0 山田優人 ヤマダヤスヒト 男子60歳 0.0 小中哲也 コナカテツヤ
男子70歳 0.0 渡邊博 ワタナベヒロシ 男子60歳 0.0 鈴木正雄 スズキマサオ
男子65歳 153.8 齊藤輝一 サイトウテルカズ 男子60歳 0.0 水野泰孝 ミズノヤスタカ
男子65歳 112.6 大熊勝 オオクママサル 男子60歳 0.0 柳田勝男 ヤナギダカツオ
男子65歳 90.0 久保田光一 クボタコウイチ 男子60歳 0.0 余慶徹 ヨケイトオル
男子65歳 61.4 天野新一 アマノシンイチ 男子60歳 0.0 脇島朗 ワキシマアキラ
男子65歳 53.6 石井康義 イシイヤスヨシ 男子55歳 508.0 小柳伸作 コヤナギシンサク
男子65歳 39.0 埜口能孝 ノグチヨシタカ 男子55歳 474.0 伊井昭彦 イイアキヒコ
男子65歳 37.0 中津井和宏 ナカツイカズヒロ 男子55歳 415.1 土谷啓介 ツチヤケイスケ
男子65歳 34.0 紀平秀喜 キヒラヒデキ 男子55歳 254.0 大川由二 オオカワユウジ
男子65歳 27.0 大塚孝悦 オオツカタカヨシ 男子55歳 224.0 藍川伸雄 アイカワノブオ
男子65歳 23.0 内田宏 ウチダヒロシ 男子55歳 185.0 長谷川泰宏 ハセガワヤスヒロ
男子65歳 21.0 海老澤満 エビサワミツル 男子55歳 173.0 野崎忠明 ノザキタダアキ
男子65歳 20.0 合六一美 ゴウロクカズミ 男子55歳 134.0 川崎裕通 カワサキヒロユキ
男子65歳 15.0 杉田明 スギタアキラ 男子55歳 128.0 安藤亘 アンドウワタル
男子65歳 13.0 中川文夫 ナカガワフミオ 男子55歳 116.0 小川英也 オガワヒデヤ
男子65歳 13.0 平野稔 ヒラノミノル 男子55歳 112.0 影浦直人 カゲウラナオト
男子65歳 13.0 藤正幸 フジマサユキ 男子55歳 111.0 金子純也 カネコジュンヤ
男子65歳 12.0 北田敏郎 キタダトシロウ 男子55歳 110.7 林廉二 ハヤシレンジ
男子65歳 9.8 上平光 ウエヒラヒカル 男子55歳 84.0 山本知弘 ヤマモトトモヒロ
男子65歳 8.0 澤田政雄 サワダマサオ 男子55歳 77.0 山口高 ヤマグチタカシ
男子65歳 7.0 稲木邦夫 イナギクニオ 男子55歳 64.0 今村幸資 イマムラコウスケ
男子65歳 5.0 星野秀一 ホシノシユウイチ 男子55歳 64.0 黒須美浩 クロスヨシヒロ
男子65歳 3.0 大塚正 オオツカタダシ 男子55歳 59.0 梅津達也 ウメヅタツヤ
男子65歳 1.0 西澤秀昭 ニシザワヒデアキ 男子55歳 58.0 丸岡俊介 マルオカシュンスケ
男子65歳 1.0 安武弘幸 ヤスタケヒロユキ 男子55歳 53.0 吉田裕二 ヨシダユウジ
男子65歳 0.0 小川貴麗 オガワキヨシ 男子55歳 52.0 佐藤豊 サトウユタカ
男子65歳 0.0 佐藤龍男 サトウタツオ 男子55歳 52.0 山田俊一 ヤマダシュンイチ
男子65歳 0.0 細川修一 ホソカワシュウイチ 男子55歳 40.0 安田隆範 ヤスダタカノリ
男子65歳 0.0 宮下享夫 ミヤシタタカオ 男子55歳 39.0 太田俊之 オオタトシユキ
男子65歳 0.0 森崎清美 モリサキキヨミ 男子55歳 29.0 坂内聡 サカウチサトル
男子65歳 0.0 森田雅支 モリタマサシ 男子55歳 29.0 竹内智之 タケウチトモユキ
男子65歳 0.0 渡邊眞 ワタナベマコト 男子55歳 27.0 塩野岳美 シオノタケミ
男子60歳 236.8 岩元隆一 イワモトリュウイチ 男子55歳 26.0 越智章浩 オチアキヒロ
男子60歳 189.0 日下部実 クサカベミノル 男子55歳 18.0 石原順一 イシハラジュンイチ
男子60歳 166.0 小嶋昭二 コジマショウジ 男子55歳 17.0 小畑雅靖 オバタマサヤス
男子60歳 157.0 石野隆司 イシノタカシ 男子55歳 16.0 吉澤洋一 ヨシザワヨウイチ
男子60歳 153.0 木川眞 キカワマコト 男子55歳 15.0 岩田龍雄 イワタタツオ
男子60歳 140.0 村上正美 ムラカミマサミ 男子55歳 15.0 日笠延昭 ヒカサノブアキ
男子60歳 101.0 妓津佳孝 キヅヨシタカ 男子55歳 3.0 宋鎭旭 ソンジンウク
男子60歳 97.0 佐久間正樹 サクママサキ 男子55歳 3.0 西村達也 ニシムラタツヤ
男子60歳 78.0 土屋和久 ツチヤカズヒサ 男子55歳 3.0 横澤秀雄 ヨコザワビデオ
男子60歳 64.0 川越正美 カワゴエマサミ 男子55歳 2.0 嶋田昭浩 シマダアキヒロ
男子60歳 61.0 岩崎孝彦 イワサキタカヒコ 男子55歳 2.0 白崎貴士 シラサキタカシ
男子60歳 48.0 須藤宏 スドウヒロシ 男子55歳 2.0 中村信行 ナカムラノブユキ
男子60歳 44.8 河津隆昭 カワヅタカアキ 男子55歳 1.0 宇田川明 ウダガワアキラ
男子60歳 40.0 小田剛資 オダタケシ 男子55歳 1.0 東郷哲 トウゴウサトシ
男子60歳 39.0 秋本孝成 アキモトタカナリ 男子55歳 0.0 池田浩一 イケダコウイチ
男子60歳 33.0 秋山威雄 アキヤマタケオ 男子55歳 0.0 稲見誠紀 イナミセイキ
男子60歳 33.0 鈴木克則 スズキカツノリ 男子55歳 0.0 小川博正 オガワヒロマサ
男子60歳 30.0 中林慎悟 ナカバヤシシンゴ 男子55歳 0.0 加藤益男 カトウマスオ
男子60歳 28.0 佐倉正和 サクラマサカズ 男子55歳 0.0 嘉本匡孝 カモトマサタカ
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男子55歳 0.0 栗原繁 クリバラシゲル 男子45歳 47.0 佐川明彦 サガワアキヒコ
男子55歳 0.0 佐々木剛 ササキツヨシ 男子45歳 2.0 上田郁 ウエダイク
男子55歳 0.0 塩崎幸永 シオザキコウエイ 男子45歳 2.0 丸山慶太 マルヤマケイタ
男子55歳 0.0 関富二夫 セキフジオ 男子45歳 0.0 飯笹伸宏 イイザサノブヒロ
男子55歳 0.0 瀧口昌宏 タキグチマサヒロ 男子45歳 0.0 小澤聡司 オザワサトシ
男子55歳 0.0 津田裕介 ツダユウスケ 男子45歳 0.0 菅藤拓 カントウタク
男子55歳 0.0 中里稔 ナカザトミノル 男子45歳 0.0 楠原英一郎 クスハラエイイチロウ
男子55歳 0.0 本田尚孝 ホンダヒサノリ 男子45歳 0.0 木南誠司 コミナミセイジ
男子55歳 0.0 鎗田洋平 ヤリタヨウヘイ 男子45歳 0.0 坂口誠 サカグチマコト
男子50歳 780.0 菊池憲司 キクチケンジ 男子45歳 0.0 鈴木薫 スズキカオル
男子50歳 696.0 金原浩平 キンバラコウヘイ 男子45歳 0.0 蓮見朋広 ハスミトモヒロ
男子50歳 384.0 藤由亨 フジヨシトオル 男子45歳 0.0 三井陽一 ミツイヨウイチ
男子50歳 254.0 芦文基 アシフミキ 男子45歳 0.0 森松守 モリマツマモル
男子50歳 218.7 石山真吾 イシヤマシンゴ 男子45歳 0.0 山野辺陽一 ヤマノベヨウイチ
男子50歳 205.0 増橋慶一朗 マスハシケイイチロウ 男子45歳 0.0 吉澤昭弘 ヨシザワアキヒロ
男子50歳 205.0 松本英樹 マツモトヒデキ 男子40歳 505.0 外谷幸一 ソトヤコウイチ
男子50歳 161.0 佐藤憲明 サトウノリアキ 男子40歳 203.0 上野啓 ウエノハジメ
男子50歳 128.0 堺昭伸 サカイアキノブ 男子40歳 166.0 齋藤豊 サイトウユタカ
男子50歳 116.0 田内宏直 タノウチヒロナオ 男子40歳 134.0 吉田正敬 ヨシダマサタカ
男子50歳 97.0 新田博文 ニッタヒロフミ 男子40歳 128.0 川島邦裕 カワシマクニヒロ
男子50歳 96.0 小笠原直樹 オガサワラナオキ 男子40歳 59.0 小野寺良洋 オノデラヨシヒロ
男子50歳 96.0 吉田茂 ヨシダシゲル 男子40歳 34.0 斉藤均 サイトウヒトシ
男子50歳 71.0 藤原光英 フジワラミツヒデ 男子40歳 2.0 大熊浩彰 オオクマヒロアキ
男子50歳 55.0 小原雅史 コハラマサフミ 男子40歳 1.0 中村公祐 ナカムラコウスケ
男子50歳 48.0 妹尾喜弘 セノオヨシヒロ 男子40歳 0.0 岩崎重樹 イワサキシゲキ
男子50歳 42.4 山崎晶広 ヤマザキアキヒロ 男子40歳 0.0 岩崎大輔 イワサキダイスケ
男子50歳 40.0 毛利広成 モウリヒロナリ 男子40歳 0.0 岩浪泉 イワナミイズミ
男子50歳 39.0 山形憲 ヤマガタケン 男子40歳 0.0 海達昌嗣 カイダツマサツグ
男子50歳 34.0 池内博行 イケウチヒロユキ 男子40歳 0.0 桜井康雄 サクライヤスオ
男子50歳 34.0 島崎泰 シマザキヤスシ 男子40歳 0.0 三嶋規晋 ミシマノリユキ
男子50歳 21.0 金子彰宏 カネコアキヒロ 男子40歳 0.0 結城学 ユウキガク
男子50歳 19.0 栗山勇 クリヤマイサム 男子35歳 205.0 高橋創介 タカハシソウスケ
男子50歳 19.0 小林英 コバヤシエイ 男子35歳 179.5 近藤茂三郎 コンドウモサブロウ
男子50歳 18.0 清水暢雄 シミズノブオ 男子35歳 155.0 五十畑慶一 イソハタケイイチ
男子50歳 18.0 中尾英司 ナカオエイジ 男子35歳 137.6 友近剛史 トモチカタケシ
男子50歳 17.0 品田幸雄 シナダユキオ 男子35歳 104.1 鴻巣貴弘 コウノスタカヒロ
男子50歳 17.0 山本正浩 ヤマモトマサヒロ 男子35歳 26.0 大木陽介 オオキヨウスケ

男子50歳 8.4 三松岳 ミツマツガク 男子35歳 3.0 登洋太 ノボルヨウタ

男子50歳 3.0 前田洋一 マエダヨウイチ 男子35歳 1.0 谷津俊之 ヤツトシユキ

男子50歳 3.0 松江正則 マツエマサノリ 男子35歳 1.0 若木浩行 ワカキヒロユキ

男子50歳 2.0 小比賀剛 オビカタケシ 男子35歳 0.0 井本恭太郎 イモトキョウタロウ

男子50歳 2.0 鈴木秀樹 スズキヒデキ 男子35歳 0.0 柿原裕之 カキハラヒロユキ

男子50歳 1.0 大嶋俊二 オオシマシユンジ 男子35歳 0.0 小松真之 コマツマサユキ

男子50歳 1.0 大房俊幸 オオフサトシユキ 男子35歳 0.0 高橋秀和 タカハシヒデカズ

男子50歳 1.0 小林俊之 コバヤシトシユキ 男子35歳 0.0 多田健 タダツヨシ

男子50歳 1.0 斉藤浩二 サイトウコウジ 男子35歳 0.0 永峰翔 ナガミネショウ

男子50歳 1.0 田中健一 タナカケンイチ 男子35歳 0.0 松本忠司 マツモトタダシ

男子50歳 1.0 星野祐司 ホシノユウジ 女子60歳 466.5 島田京子 シマダキョウコ

男子50歳 0.0 青木勝幸 アオキカツユキ 女子60歳 103.0 神田憲子 カンダノリコ

男子50歳 0.0 安藤誠 アンドウマコト 女子60歳 40.0 金子治子 カネコハルコ

男子50歳 0.0 印出義紀 インデヨシノリ 女子60歳 40.0 二宮由紀子 ニノミヤユキコ

男子50歳 0.0 上野智弘 ウエノトモヒロ 女子60歳 26.0 中村麻砂子 ナカムラマサコ

男子50歳 0.0 大澤恭雄 オオサワヤスオ 女子60歳 15.0 井本恵子 イモトケイコ

男子50歳 0.0 折羽悟 オリバサトル 女子60歳 15.0 四方裕美 シカタヒロミ

男子50歳 0.0 加納正照 カノウマサアキ 女子60歳 1.0 岸中由里 キシナカユリ

男子50歳 0.0 酒井正之 サカイマサユキ 女子60歳 0.0 井川泉 イガワイズミ

男子50歳 0.0 阪口卓 サカグチタク 女子50歳 286.7 和田明美 ワダアケミ

男子50歳 0.0 佐藤信哉 サトウシンヤ 女子50歳 192.0 大重佳代子 オオシゲカヨコ

男子50歳 0.0 菅野健司 スガノケンジ 女子50歳 135.0 村上悦子 ムラカミエツコ

男子50歳 0.0 鈴木俊明 スズキトシアキ 女子50歳 112.0 伊勢谷留美子 イセヤルミコ

男子50歳 0.0 野村元 ノムラゲン 女子50歳 77.0 赤堀眞理 アカホリマリ

男子50歳 0.0 南政孝 ミナミマサノリ 女子50歳 65.0 福田照子 フクダテルコ

男子50歳 0.0 渡邊武彦 ワタナベタケヒコ 女子50歳 46.0 青山輝子 アオヤマアキコ

男子45歳 651.2 小野塚英一 オノヅカヒデカズ 女子50歳 39.0 佐藤純子 サトウジュンコ

男子45歳 385.0 濱野治 ハマノオサム 女子50歳 23.0 後藤真紀 ゴトウマキ

男子45歳 240.0 堀順郎 ホリジュンロウ 女子50歳 22.0 名和幸恵 ナワユキエ

男子45歳 224.0 田中直之 タナカナオユキ 女子50歳 22.0 前田裕美子 マエダユミコ

男子45歳 202.0 円谷武志 ツムラヤタケシ 女子50歳 2.0 穴澤真美 アナザワマミ

男子45歳 179.0 岩谷大介 イワタニダイスケ 女子50歳 2.0 清水純子 シミズジュンコ

男子45歳 151.0 佐々靖彦 ササヤスヒコ 女子50歳 1.0 長谷川恵美子 ハセガワエミコ

男子45歳 142.0 太田創 オオタハジメ 女子50歳 0.0 大沼彩子 オオヌマサイコ

男子45歳 129.0 中橋正文 ナカハシマサフミ 女子50歳 0.0 小林緑 コバヤシミドリ

男子45歳 84.0 皆神武史 ミナカミタケシ 女子50歳 0.0 竹内美里 タケウチミサト

男子45歳 58.0 駒崎賢一 コマサキケンイチ 女子50歳 0.0 立場川由記子 タチバガワユキコ
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女子50歳 0.0 中島有紀 ナカジマユキ

女子50歳 0.0 細川ひとみ ホソカワヒトミ

女子50歳 0.0 南ゆうみ ミナミユウミ

女子50歳 0.0 吉田雅代 ヨシダマサヨ

女子40歳 377.5 奥村正江 オクムラマサエ

女子40歳 192.0 菅原佐都美 スガワラサトミ

女子40歳 129.0 瀧川千尋 タキカワチヒロ

女子40歳 90.0 伊藤悦子 イトウエツコ

女子40歳 64.0 阿部香子 アベキョウコ

女子40歳 45.0 池田暁子 イケダアキコ

女子40歳 32.0 瀧尾由利 タキオユリ

女子40歳 0.0 内田明美 ウチタアケミ

女子40歳 0.0 隅野智子 スミノトモコ

女子40歳 0.0 角田幸子 ツノダユキコ

女子40歳 0.0 寺門理恵 テラカドリエ

女子40歳 0.0 東加奈子 ヒガシカナコ

女子40歳 0.0 吉本由祈子 ヨシモトユキコ

女子（一般） 604.0 小林杏香里 コバヤシアカリ

女子（一般） 468.0 大野木博美 オオノギヒロミ

女子（一般） 415.0 市川桂子 イチカワケイコ

女子（一般） 320.0 天田由紀子 アマダユキコ

女子（一般） 193.0 中山佳菜 ナカヤマカナ

女子（一般） 192.0 佐々木さやか ササキサヤカ

女子（一般） 97.0 住吉智子 スミヨシトモコ

女子（一般） 65.0 加藤由起子 カトウユキコ

女子（一般） 65.0 近藤美佳 コンドウミカ

女子（一般） 65.0 和田歩美 ワダアユミ

女子（一般） 38.5 花岡秀美 ハナオカヒデミ

女子（一般） 32.0 白山薫 シラヤマカオル

女子（一般） 32.0 星美奈子 ホシミナコ

女子（一般） 3.0 酒井千里 サカイチサト

女子（一般） 1.0 清水幸代 シミズユキヨ

女子（一般） 0.0 足立幸香 アダチサチカ

女子（一般） 0.0 一村あさぎ イチムラアサギ

女子（一般） 0.0 尾上裕子 オノウエヒロコ

女子（一般） 0.0 塩村恵子 シオムラケイコ

女子（一般） 0.0 鈴木舞 スズキマイ

女子（一般） 0.0 永田由紀子 ナガタユキコ

女子（一般） 0.0 早川さくら ハヤカワサクラ

女子（一般） 0.0 平野亜紗美 ヒラノアサミ

女子（一般） 0.0 吉田桃優 ヨシダモモユ
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