
2023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 3,388.0 小暮友貴 コグレトモタカ 男子一般 40.0 小澤弘雅 オザワヒロタダ
男子一般 1,915.0 松森裕大 マツモリユウダイ 男子一般 40.0 鈴木豊 スズキユタカ
男子一般 1,522.0 品田和樹 シナダカズキ 男子一般 40.0 古川智一 フルカワトモカズ
男子一般 1,256.6 高橋直希 タカハシナオキ 男子一般 34.0 高橋裕之 タカハシヒロユキ
男子一般 962.9 山口晋 ヤマグチススム 男子一般 33.0 小林遼太 コバヤシリョウタ
男子一般 944.0 中根彰吾 ナカネショウゴ 男子一般 33.0 高橋武司 タカハシタケシ
男子一般 943.0 今井謙太郎 イマイケンタロウ 男子一般 33.0 長岡諒太 ナガオカリョウタ
男子一般 667.0 柴山卓司 シバヤマタクジ 男子一般 33.0 細澤健吾 ホソザワケンゴ
男子一般 632.0 粟津優 アワヅユウ 男子一般 32.0 足立正 アダチタダシ
男子一般 553.0 岸本純一 キシモトジュンイチ 男子一般 32.0 上野文隆 ウエノフミタカ
男子一般 537.4 中村祐二 ナカムラユウジ 男子一般 32.0 津布久寛 ツブクヒロシ
男子一般 432.0 千原卓也 チハラタクヤ 男子一般 6.2 上田治生 ウエダハルオ
男子一般 384.0 河野翔 カワノショウ 男子一般 3.0 大熊浩彰 オオクマヒロアキ
男子一般 379.0 内藤隆治 ナイトウリュウジ 男子一般 3.0 齊藤主樹 サイトウカズキ
男子一般 347.0 牧野雄一 マキノユウイチ 男子一般 3.0 清光健太 セイコウケンタ
男子一般 315.0 遠藤昭好 エンドウアキヨシ 男子一般 3.0 山本清二 ヤマモトセイジ
男子一般 304.0 石野優弥 イシノユウヤ 男子一般 2.0 木下将克 キノシタマサカツ
男子一般 254.0 阿部靖彦 アベヤスヒコ 男子一般 2.0 鈴木博貴 スズキヒロキ
男子一般 254.0 菊池武臣 キクチタケオミ 男子一般 2.0 福勢基 フクセモトキ
男子一般 253.0 青木真央 アオキマサヒロ 男子一般 2.0 山本千尋 ヤマモトチヒロ
男子一般 250.0 川崎良 カワサキリョウ 男子一般 1.0 一戸翔太 イチノヘショウタ
男子一般 240.0 木村柊弥 キムラシュウヤ 男子一般 1.0 鎌田朋浩 カマタトモヒロ
男子一般 240.0 堺昭伸 サカイアキノブ 男子一般 1.0 小井詰喜希 コイヅメヨシキ
男子一般 240.0 田中大貴 タナカダイキ 男子一般 1.0 角貴洋 スミヨシヒロ
男子一般 224.0 田島明 タジマタジマアキラ 男子一般 1.0 永峰翔 ナガミネショウ
男子一般 208.0 渡邊優一郎 ワタナベユウイチロウ 男子一般 1.0 野田幸治 ノダコウジ
男子一般 192.0 尾上朝陽 オノウエアサヒ 男子一般 1.0 原島直久 ハラシマナオヒサ
男子一般 180.4 石山真吾 イシヤマシンゴ 男子一般 1.0 渡邉洋平 ワタナベヨウヘイ
男子一般 162.0 中橋正文 ナカハシマサフミ 男子一般 0.0 相澤孝之介 アイザワコウノスケ
男子一般 145.0 村上半治郎 ムラカミハンジロウ 男子一般 0.0 青柳勝也 アオヤギカツヤ
男子一般 130.0 吉武朋彦 ヨシタケトモヒコ 男子一般 0.0 浅野雄貴 アサノユウキ
男子一般 129.0 佐川永遠 サガワトワ 男子一般 0.0 石野咲弥 イシノサクヤ
男子一般 129.0 八田浩昂 ハッタヒロタカ 男子一般 0.0 井ノ本大貴 イノモトタイキ
男子一般 129.0 増橋慶一朗 マスハシケイイチロウ 男子一般 0.0 岩瀬俊樹 イワセトシキ
男子一般 129.0 笠洋彰 リュウヒロアキ 男子一般 0.0 上野卓朗 ウエノタクロウ
男子一般 128.0 境野考浩 サカイノタカヒロ 男子一般 0.0 大川隼人 オオカワハヤト
男子一般 128.0 日出衛 ヒデマモル 男子一般 0.0 太田雅治 オオタマサハル
男子一般 120.0 野上剛瑠 ノガミタケル 男子一般 0.0 菓子拓希 カシヒロキ
男子一般 120.0 福本大輝 フクモトダイキ 男子一般 0.0 金崎拓 カナサキタク
男子一般 112.0 佐藤良介 サトウリョウスケ 男子一般 0.0 久保田広志 クボタヒロシ
男子一般 104.0 宍戸弘之 シシドヒロユキ 男子一般 0.0 倉科就一 クラシナシュウイチ
男子一般 104.0 水野耕平 ミズノコウヘイ 男子一般 0.0 古稲翔 コイネショウ
男子一般 104.0 山本拓巳 ヤマモトタクミ 男子一般 0.0 阪友太朗 サカユウタロウ
男子一般 92.0 米澤勇紀 ヨネザワユウキ 男子一般 0.0 下瀬誠希 シモセマサキ
男子一般 82.0 高橋知伸 タカハシトモノブ 男子一般 0.0 高橋啓太 タカハシケイタ
男子一般 81.0 高橋遼 タカハシリョウ 男子一般 0.0 中野晃博 ナカノアキヒロ
男子一般 80.0 松本達也 マツモトタツヤ 男子一般 0.0 野中淳志 ノナカアツシ
男子一般 73.0 湯浅匡洋 ユアサマサヒロ 男子一般 0.0 野間寛裕 ノマヨシヒロ
男子一般 70.0 登洋太 ノボルヨウタ 男子一般 0.0 花房秀行 ハナフサヒデユキ
男子一般 66.0 加藤正純 カトウマサズミ 男子一般 0.0 原田慎太郎 ハラダシンタロウ
男子一般 65.0 木村直哉 キムラナオヤ 男子一般 0.0 星野貴栄 ホシノヨシハル
男子一般 65.0 野村元 ノムラゲン 男子一般 0.0 堀切柊 ホリキリシュウ
男子一般 65.0 森義晶 モリヨシアキ 男子一般 0.0 堀之内智良 ホリノウチトモヨシ
男子一般 63.0 大野隆博 オオノタカヒロ 男子一般 0.0 横田凌 ヨコタリョウ
男子一般 59.0 豊島正美 トヨシママサミ 男子一般 0.0 四方田佳祐 ヨモダケイスケ
男子一般 41.0 笹井栄治 ササイエイジ 男子一般 0.0 四方田崇斗 ヨモダシュウト
男子一般 41.0 橋本卓也 ハシモトタクヤ 男子一般 0.0 渡辺航介 ワタナベコウスケ
男子一般 41.0 橋本好史 ハシモトヨシフミ 男子75歳 79.5 椎橋能久 シイバシヨシヒサ
男子一般 40.0 石川直人 イシカワナオト 男子75歳 51.0 松原秀夫 マツバラヒデオ１９４５
男子一般 40.0 小倉拓馬 オグラタクマ 男子75歳 45.0 崎田廣造 サキタコウゾウ
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男子75歳 41.8 庄司國男 ショウジクニオ 男子65歳 44.0 佐久間正樹 サクママサキ
男子75歳 31.0 石川透 イシカワトオル 男子65歳 43.0 笠井一八 カサイカズヤ
男子75歳 24.0 辰井正雄 タツイマサオ 男子65歳 39.0 内田宏 ウチダヒロシ
男子75歳 24.0 中島康彦 ナカジマヤスヒコ 男子65歳 38.0 川越正美 カワゴエマサミ
男子75歳 18.0 柳川肇 ヤナガワハジメ 男子65歳 25.0 伊東正彦 イトウマサヒコ
男子75歳 10.0 大槻恵一 オオツキケイイチ 男子65歳 22.0 北田敏郎 キタダトシロウ
男子75歳 4.0 早川正太郎 ハヤカワショウタロウ 男子65歳 22.0 西澤秀昭 ニシザワヒデアキ
男子75歳 3.0 丹代栄一 タンダイエイイチ 男子65歳 20.0 五十嵐満 イガラシミツル
男子75歳 3.0 松浦浩一 マツウラコウイチ 男子65歳 12.0 合六一美 ゴウロクカズミ
男子75歳 2.0 井上公夫 イノウエキミオ 男子65歳 2.0 佐藤龍男 サトウタツオ
男子75歳 1.0 東昭夫 アズマアキオ 男子65歳 2.0 中津井和宏 ナカツイカズヒロ
男子75歳 1.0 成田頼信 ナリタヨリノブ 男子65歳 2.0 細川修一 ホソカワシュウイチ
男子75歳 0.0 板谷博道 イタヤヒロミチ 男子65歳 1.0 中村康男 ナカムラヤスオ
男子75歳 0.0 小出毅 コイデツヨシ 男子65歳 1.0 森崎清美 モリサキキヨミ
男子75歳 0.0 沼田義男 ヌマタヨシオ 男子65歳 1.0 柳田勝男 ヤナギダカツオ
男子75歳 0.0 安川潜次 ヤスカワセンジ 男子65歳 0.0 篠崎晃伸 シノザキテルノブ
男子70歳 703.3 齊藤輝一 サイトウテルカズ 男子65歳 0.0 鈴木毅 スズキタケシ
男子70歳 366.2 岡野靜夫 オカノシズオ 男子65歳 0.0 田原武則 タハラタケノリ
男子70歳 338.7 安田幸博 ヤスダユキヒロ 男子65歳 0.0 成田文彦 ナリタフミヒコ
男子70歳 237.0 赤間富士夫 アカマフジオ 男子60歳 995.0 日下部実 クサカベミノル
男子70歳 224.6 大熊勝 オオクママサル 男子60歳 459.5 伊井昭彦 イイアキヒコ
男子70歳 186.0 石橋健一 イシバシケンイチ 男子60歳 295.0 大川由二 オオカワユウジ
男子70歳 136.3 久保田光一 クボタコウイチ 男子60歳 278.0 村上正美 ムラカミマサミ
男子70歳 121.2 井本耕三 イモトコウゾウ 男子60歳 240.0 小嶋昭二 コジマショウジ
男子70歳 96.0 坂部威夫 サカベタケオ 男子60歳 217.5 蓮沼孝 ハスヌマタカシ
男子70歳 86.0 中野正和 ナカノマサカズ 男子60歳 160.5 綿引公幸 ワタヒキキミユキ
男子70歳 83.0 大塚孝悦 オオツカタカヨシ 男子60歳 155.0 野崎忠明 ノザキタダアキ
男子70歳 71.0 角野優史 カクノマサフミ 男子60歳 135.0 木川眞 キカワマコト
男子70歳 66.0 山本豊秀 ヤマモトトヨヒデ 男子60歳 102.0 川崎裕通 カワサキヒロユキ
男子70歳 51.0 山田優人 ヤマダヤスヒト 男子60歳 87.0 小田剛資 オダタケシ
男子70歳 48.6 遠山義男 トオヤマヨシオ 男子60歳 87.0 佐藤豊 サトウユタカ
男子70歳 46.0 岩崎中平 イワサキチュウヘイ 男子60歳 78.0 安田隆範 ヤスダタカノリ
男子70歳 46.0 森田雅支 モリタマサシ 男子60歳 75.0 山田俊一 ヤマダシュンイチ
男子70歳 44.0 江連隆道 エヅレタカミチ 男子60歳 67.0 佐藤朋直 サトウトモナオ
男子70歳 39.0 稲木邦夫 イナギクニオ 男子60歳 67.0 余慶徹 ヨケイトオル
男子70歳 38.0 坂井義和 サカイヨシカズ 男子60歳 52.0 山本知弘 ヤマモトトモヒロ
男子70歳 34.0 海老澤満 エビサワミツル 男子60歳 50.0 吉田裕二 ヨシダユウジ
男子70歳 21.0 藤正幸 フジマサユキ 男子60歳 44.0 中林慎悟 ナカバヤシシンゴ
男子70歳 19.4 上平光 ウエヒラヒカル 男子60歳 40.0 中村裕一 ナカムラユウイチ
男子70歳 18.0 土田久夫 ツチダヒサオ 男子60歳 40.0 丸岡俊介 マルオカシュンスケ
男子70歳 12.0 澤田政雄 サワダマサオ 男子60歳 38.0 塩野岳美 シオノタケミ
男子70歳 8.4 松井陽二 マツイヨウジ 男子60歳 35.0 望月謙二 モチヅキケンジ
男子70歳 8.0 尾山眞樹 オヤママサキ 男子60歳 30.0 佐々木康光 ササキヤスミツ
男子70歳 8.0 神山隆夫 カミヤマタカオ 男子60歳 28.0 橋本昭秀 ハシモトアキヒデ
男子70歳 8.0 中澤明雄 ナカザワアキオ 男子60歳 27.0 梅津達也 ウメヅタツヤ
男子70歳 3.0 杉田明 スギタアキラ 男子60歳 26.0 高橋義明 タカハシヨシアキ
男子70歳 1.0 坂倉哲雄 サカクラテツオ 男子60歳 25.0 丑澤正浩 ウシザワマサヒロ
男子70歳 1.0 中安男 ナカヤスオ 男子60歳 25.0 竹内篤 タケウチアツシ
男子70歳 0.0 河内信朝 コウチノブトモ 男子60歳 24.0 海老澤正巳 エビサワマサミ
男子70歳 0.0 小島幹雄 コジマミキオ 男子60歳 24.0 長谷川光洋 ハセガワミツヒロ
男子65歳 587.8 関敏秀 セキトシヒデ 男子60歳 24.0 渡邉茂 ワタナベシゲル
男子65歳 431.8 岩元隆一 イワモトリュウイチ 男子60歳 15.0 太田俊之 オオタトシユキ
男子65歳 234.4 河津隆昭 カワヅタカアキ 男子60歳 15.0 金道浩一 キンドウコウイチ
男子65歳 173.0 石野隆司 イシノタカシ 男子60歳 15.0 東郷哲 トウゴウサトシ
男子65歳 153.6 石井康義 イシイヤスヨシ 男子60歳 14.0 越智章浩 オチアキヒロ
男子65歳 125.0 岩崎孝彦 イワサキタカヒコ 男子60歳 13.0 稲見誠紀 イナミセイキ
男子65歳 67.0 大塚正 オオツカタダシ 男子60歳 12.0 神田一宏 カンダカズヒロ
男子65歳 63.0 星野秀一 ホシノシュウイチ 男子60歳 11.0 碇孝浩 イカリタカヒロ
男子65歳 59.0 田中孝次 タナカコウジ 男子60歳 10.0 安達靖 アダチヤスシ
男子65歳 45.0 紀平秀喜 キヒラヒデキ 男子60歳 10.0 鈴木克則 スズキカツノリ
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男子60歳 3.0 岩田龍雄 イワタタツオ 男子55歳 0.0 森本理生 モリモトミチオ
男子60歳 2.0 佐倉正和 サクラマサカズ 男子50歳 620.2 星浩 ホシヒロシ
男子60歳 2.0 横澤秀雄 ヨコザワヒデオ 男子50歳 343.2 大澤恭雄 オオサワヤスオ
男子60歳 1.0 秋山威雄 アキヤマタケオ 男子50歳 289.3 友近剛史 トモチカタケシ
男子60歳 1.0 小中哲也 コナカテツヤ 男子50歳 263.0 芦文基 アシフミキ
男子60歳 1.0 田村元浩 タムラモトヒロ 男子50歳 208.0 吉田茂 ヨシダシゲル
男子60歳 1.0 葉葺真宝 ハブキシンホウ 男子50歳 200.0 渡邊武彦 ワタナベタケヒコ
男子60歳 1.0 松田純典 マツダヨシノリ 男子50歳 192.0 田中直之 タナカナオユキ
男子60歳 0.0 井出茂 イデシゲル 男子50歳 170.0 佐々靖彦 ササヤスヒコ
男子60歳 0.0 大沼浩 オオヌマヒロシ 男子50歳 169.0 駒崎賢一 コマサキケンイチ
男子60歳 0.0 岡本善彦 オカモトヨシヒコ 男子50歳 158.0 岩谷大介 イワタニダイスケ
男子60歳 0.0 加藤善孝 カトウヨシタカ 男子50歳 141.4 山崎晶広 ヤマザキアキヒロ
男子60歳 0.0 近藤康弘 コンドウヤスヒロ 男子50歳 139.1 田内宏直 タノウチヒロナオ
男子60歳 0.0 佐々木勝己 ササキカツミ 男子50歳 114.0 佐藤憲明 サトウノリアキ
男子60歳 0.0 土屋俊治 ツチヤシュンジ 男子50歳 107.0 若松高広 ワカマツタカヒロ
男子60歳 0.0 中野秀行 ナカノヒデユキ 男子50歳 104.0 小原雅史 コハラマサフミ
男子60歳 0.0 林健太郎 ハヤシケンタロウ 男子50歳 73.0 風見聡 カザミサトシ
男子55歳 902.9 藤由亨 フジヨシトオル 男子50歳 70.7 大塚耕司 オオツカコウジ
男子55歳 533.6 杉本省二 スギモトショウジ 男子50歳 61.0 藤原光英 フジワラミツヒデ
男子55歳 477.5 土谷啓介 ツチヤケイスケ 男子50歳 57.0 佐藤信哉 サトウシンヤ
男子55歳 433.0 小柳伸作 コヤナギシンサク 男子50歳 48.0 三嶋規晋 ミシマノリユキ
男子55歳 265.0 藍川伸雄 アイカワノブオ 男子50歳 45.0 品田幸雄 シナダユキオ
男子55歳 259.0 山野辺陽一 ヤマノベヨウイチ 男子50歳 45.0 松江正則 マツエマサノリ
男子55歳 110.0 安藤亘 アンドウワタル 男子50歳 44.0 安藤誠 アンドウマコト
男子55歳 98.7 岡野次夫 オカノツギオ 男子50歳 41.0 鈴木薫 スズキカオル
男子55歳 69.4 足立芳裕 アダチヨシヒロ 男子50歳 38.0 八木岡武志 ヤギオカタケシ
男子55歳 65.0 小川英也 オガワヒデヤ 男子50歳 37.5 早川勝利 ハヤカワカツトシ
男子55歳 58.0 山本正浩 ヤマモトマサヒロ 男子50歳 36.0 山形憲 ヤマガタケン
男子55歳 54.0 西村達也 ニシムラタツヤ 男子50歳 33.0 斉藤浩二 サイトウコウジ
男子55歳 54.0 新田博文 ニッタヒロフミ 男子50歳 29.0 小川洋三 オガワヨウゾウ
男子55歳 45.0 黒須美浩 クロスヨシヒロ 男子50歳 29.0 酒井正之 サカイマサユキ
男子55歳 40.0 坂内聡 サカウチサトル 男子50歳 28.0 小泉和也 コイズミカズヤ
男子55歳 40.0 林廉二 ハヤシレンジ 男子50歳 28.0 坂口卓 サカグチタク
男子55歳 39.0 吉澤洋一 ヨシザワヨウイチ 男子50歳 28.0 渡邉和則 ワタナベカズノリ
男子55歳 32.0 妹尾喜弘 セノオヨシヒロ 男子50歳 20.0 金子慎太郎 カネコシンタロウ
男子55歳 28.0 小畑雅靖 オバタマサヤス 男子50歳 20.0 菅藤拓 カントウタク
男子55歳 26.0 大川秀樹 オオカワヒデキ 男子50歳 20.0 楠原英一郎 クスハラエイイチロウ
男子55歳 26.0 関哲秀 セキテツヒデ 男子50歳 19.0 乾貴雄 イヌイタカオ
男子55歳 26.0 土屋文孝 ツチヤフミタカ 男子50歳 18.0 金子彰宏 カネコアキヒロ
男子55歳 18.0 星野祐司 ホシノユウジ 男子50歳 18.0 島崎泰 シマザキヤスシ
男子55歳 17.0 大嶋俊二 オオシマシユンジ 男子50歳 18.0 毛利広成 モウリヒロナリ
男子55歳 15.0 石原順一 イシハラジュンイチ 男子50歳 3.0 池内博行 イケウチヒロユキ
男子55歳 15.0 白崎貴士 シラサキタカシ 男子50歳 2.0 大房俊幸 オオフサトシユキ
男子55歳 14.0 津田裕介 ツダユウスケ 男子50歳 2.0 小林英 コバヤシエイ
男子55歳 3.0 嶋田昭浩 シマダアキヒロ 男子50歳 1.0 飯笹伸宏 イイザサノブヒロ
男子55歳 3.0 鈴木秀樹 スズキヒデキ 男子50歳 1.0 小笠原直樹 オガサワラナオキ
男子55歳 3.0 宋鎭旭 ソンジンウク 男子50歳 0.0 赤牛俊文 アカウシトシブミ
男子55歳 3.0 武田克人 タケダカツヒト 男子50歳 0.0 伊藤誉将 イトウシゲユキ
男子55歳 3.0 前田洋一 マエダヨウイチ 男子50歳 0.0 覚井毅 カクイタケシ
男子55歳 1.0 金沢誠 カナザワマコト 男子50歳 0.0 興野一彦 キョウノカズヒコ
男子55歳 1.0 崔建雄 サイケンユウ 男子50歳 0.0 古賀隆嗣 コガタカシ
男子55歳 1.0 島田耕介 シマダコウスケ 男子50歳 0.0 後藤和博 ゴトウカズヒロ
男子55歳 1.0 吉田英一郎 ヨシダエイイチロウ 男子50歳 0.0 小松聡 コマツサトシ
男子55歳 0.0 亀山章 カメヤマショウ 男子50歳 0.0 菅野健司 スガノケンジ
男子55歳 0.0 小西雅彦 コニシマサヒコ 男子50歳 0.0 瀧川英樹 タキカワヒデキ
男子55歳 0.0 杉本武尚 スギモトタケヒサ 男子50歳 0.0 野口勝 ノグチマサル
男子55歳 0.0 高橋貴行 タカハシタカユキ 男子50歳 0.0 松浦大介 マツウラダイスケ
男子55歳 0.0 長橋茂 ナガハシシゲル 男子50歳 0.0 渡辺学 ワタナベガク
男子55歳 0.0 永見尊 ナガミタカシ 男子45歳 529.2 土屋祐介 ツチヤユウスケ
男子55歳 0.0 中村圭伸 ナカムラヨシノブ 男子45歳 520.0 吉田正敬 ヨシダマサタカ
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男子45歳 457.0 濱野治 ハマノオサム 男子35歳 68.0 井上智夢 イノウエサトム
男子45歳 394.2 円谷武志 ツムラヤタケシ 男子35歳 53.0 高橋創介 タカハシソウスケ
男子45歳 365.5 松田次郎 マツダジロウ 男子35歳 52.0 多田健 タダツヨシ
男子45歳 307.6 長谷川泰宏 ハセガワヤスヒロ 男子35歳 0.0 上野拓哉 ウエノタクヤ
男子45歳 205.0 及川和秀 オイカワカズヒデ 男子35歳 0.0 柿原裕之 カキハラヒロユキ
男子45歳 199.0 三井陽一 ミツイヨウイチ 男子35歳 0.0 高橋啓人 タカハシヒロト
男子45歳 196.0 堀順郎 ホリジュンロウ 男子35歳 0.0 中村慎太郎 ナカムラシンタロウ
男子45歳 189.0 栗野哲也 クリノテツヤ 男子35歳 0.0 箱聡史 ハコサトシ
男子45歳 154.0 太田創 オオタハジメ 女子一般 381.5 大野木博美 オオノギヒロミ
男子45歳 105.0 岩崎大輔 イワサキダイスケ 女子一般 350.4 佐々木さやか ササキサヤカ
男子45歳 105.0 朴明浩 パクアキヒロ 女子一般 240.0 古田歩 フルタアユミ
男子45歳 93.0 齋藤豊 サイトウユタカ 女子一般 224.0 星美奈子 ホシミナコ
男子45歳 81.0 海達昌嗣 カイダツマサツグ 女子一般 200.0 末武実莉 スエタケミノリ
男子45歳 76.0 佐川明彦 サガワアキヒコ 女子一般 177.0 長谷川恵美子 ハセガワエミコ
男子45歳 60.0 井上広太 イノウエコウタ 女子一般 112.0 尾上裕子 オノウエヒロコ
男子45歳 31.0 加藤広泰 カトウヒロヤス 女子一般 82.0 酒井千里 サカイチサト
男子45歳 30.0 望月大介 モチヅキダイスケ 女子一般 64.0 宇戸谷美貴 ウドヤミキ
男子45歳 27.0 坂野徳明 バンノノリアキ 女子一般 41.0 清水幸代 シミズユキヨ
男子45歳 21.0 丸山慶太 マルヤマケイタ 女子一般 1.0 五十嵐杏樹 イガラシアンジュ
男子45歳 20.0 坂口誠 サカグチマコト 女子一般 0.0 相澤理子 アイザワリコ
男子45歳 3.0 外谷幸一 ソトヤコウイチ 女子一般 0.0 大澤由奈 オオサワユイナ
男子45歳 2.0 上田郁 ウエダイク 女子一般 0.0 大澤由佳 オオサワユウカ
男子45歳 1.0 遠藤孝平 エンドウコウヘイ 女子一般 0.0 大澤由紀子 オオサワユキコ
男子45歳 1.0 佐藤誠樹 サトウセイキ 女子一般 0.0 小川陽鞠 オガワヒマリ
男子45歳 1.0 高橋健吉 タカハシケンキチ 女子一般 0.0 田中和子 タナカカズコ
男子45歳 1.0 東文彦 ヒガシフミヒコ 女子一般 0.0 若林香凜 ワカバヤシカリン
男子45歳 1.0 日高浩司 ヒダカヒロシ 女子55歳 1,076.4 島田京子 シマダキョウコ
男子45歳 1.0 堀切謙次 ホリキリケンジ 女子55歳 126.5 赤堀眞理 アカホリマリ
男子45歳 1.0 横井孝紀 ヨコイユキノリ 女子55歳 21.0 四方裕美 シカタヒロミ
男子45歳 0.0 石川秀一 イシカワシュウイチ 女子55歳 3.0 二宮由紀子 ニノミヤユキコ
男子45歳 0.0 神田聡一郎 カンダソウイチロウ 女子55歳 1.0 生島悦子 イクシマエツコ
男子45歳 0.0 小嶋健 コジマタケル 女子55歳 1.0 片峰恵子 カタミネケイコ
男子45歳 0.0 四方祐一 シカタユウイチ 女子55歳 1.0 渡辺敦子 ワタナベアツコ
男子45歳 0.0 高木俊一 タカギシュンイチ 女子55歳 707.4 和田明美 ワダアケミ
男子45歳 0.0 八嶋裕之 ヤシマヒロユキ 女子55歳 104.0 山本光子 ヤマモトミツコ
男子40歳 352.0 須藤靖之 スドウヤスユキ 女子55歳 66.0 市川桂子 イチカワケイコ
男子40歳 282.0 結城学 ユウキガク 女子55歳 34.0 福田照子 フクダテルコ
男子40歳 225.0 上野啓 ウエノハジメ 女子55歳 27.0 大沼彩子 オオヌマサイコ
男子40歳 163.0 谷津俊之 ヤツトシユキ 女子55歳 26.0 星子裕代 ホシコヤスヨ
男子40歳 150.0 川島邦裕 カワシマクニヒロ 女子55歳 1.0 木内智美 キウチサトミ
男子40歳 128.0 五味孝仁 ゴミノリヒト 女子55歳 1.0 成富美代子 ナリトミミヨコ
男子40歳 120.0 小林秀之 コバヤシヒデユキ 女子55歳 0.0 栗林幸枝 クリバヤシサチエ２６６
男子40歳 97.0 小野寺良洋 オノデラヨシヒロ 女子55歳 0.0 後町志津 ゴチョウシヅ
男子40歳 91.0 近藤茂三郎 コンドウモサブロウ 女子50歳 311.0 伊藤悦子 イトウエツコ
男子40歳 68.5 中村公祐 ナカムラコウスケ 女子50歳 268.0 大重佳代子 オオシゲカヨコカヨコ
男子40歳 65.0 宇野毅 ウノタケシ 女子50歳 187.0 佐藤純子 サトウジュンコ
男子40歳 49.0 田中健一 タナカケンイチ 女子50歳 169.0 菅原佐都美 スガワラサトミ
男子40歳 34.0 遠藤和史 エンドウカズフミ 女子50歳 167.0 村上悦子 ムラカミエツコ
男子40歳 32.0 市川克巳 イチカワカツミ 女子50歳 144.0 小林緑 コバヤシミドリ
男子40歳 2.0 若木浩行 ワカキヒロユキ 女子50歳 117.0 青山輝子 アオヤマアキコ
男子40歳 1.0 小池康仁 コイケヤスヒト 女子50歳 56.0 岡本香代 オカモトカヨ
男子40歳 0.0 石井伸明 イシイノブアキ 女子50歳 56.0 工藤陽子 クドウヨウコ
男子40歳 0.0 田尻元晴 タジリモトハル 女子50歳 34.0 清水純子 シミズジュンコ
男子40歳 0.0 津田有亮 ツダユウスケ 女子50歳 28.0 高橋享子 タカハシキョウコ
男子40歳 0.0 星川悠二 ホシカワユウジ 女子50歳 17.0 吉田雅代 ヨシダマサヨ
男子35歳 384.0 五十畑慶一 イソハタケイイチ 女子50歳 1.0 佐藤愛理 サトウエリ
男子35歳 332.0 中村修大 ナカムラシュウタ 女子50歳 1.0 宮尾千穂 ミヤオチホ
男子35歳 263.0 鴻巣貴弘 コウノスタカヒロ 女子50歳 0.0 阿部みゆき アベミユキ
男子35歳 171.0 高橋秀和 タカハシヒデカズ 女子50歳 0.0 石山浩子 イシヤマヒロコ
男子35歳 76.5 井本恭太郎 イモトキョウタロウ 女子50歳 0.0 小林美奈子 コバヤシミナコ
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女子50歳 0.0 阪直子 サカナオコ
女子50歳 0.0 成島花枝 ナルシマハナエ
女子45歳 188.8 宮本裕子 ミヤモトユウコ
女子45歳 90.0 鈴木恵美子 スズキエミコ
女子45歳 47.0 池田暁子 イケダアキコ
女子45歳 31.0 内田明美 ウチタアケミ
女子45歳 22.0 隅野智子 スミノトモコ
女子45歳 3.0 住吉智子 スミヨシトモコ
女子45歳 1.0 柿沼淑子 カキヌマヨシコ
女子45歳 1.0 白山薫 シラヤマカオル
女子45歳 0.0 斉藤千代美 サイトウチヨミ
女子45歳 0.0 新田亜紀子 ニッタアキコ
女子40歳 252.0 千原友美 チハラトモミ
女子40歳 196.5 瀧川千尋 タキカワチヒロ
女子40歳 66.0 和田歩美 ワダアユミ
女子40歳 65.0 塩村恵子 シオムラケイコ
女子40歳 33.0 鈴木舞 スズキマイ
女子40歳 2.0 東加奈子 ヒガシカナコ
女子40歳 1.0 桂川道子 カツラガワミチコ
女子40歳 0.0 石河光子 イシコミツコ
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