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優 214 99.8 ｱﾗﾝ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 林 久子 兵庫 松岡 里砂 兵庫

優 272 99.7 ｷｬﾘｰ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 増田 順一 岡山 山縣 忠義 広島

優 281 99.7 ｶﾘｰﾅ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 武市 次信 徳島 山縣 忠義 広島

優 247 99.6 ｱﾐｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 海野 さち子 静岡 松井 義純 青森

優 288 99.6 ﾃﾞｨｽﾍﾞﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 岩手 梅田 恭彦 岩手

優 289 99.6 ｱﾐｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾃﾞﾝ ﾋﾅﾀ 半澤 清三郎 福島 大沼 由二 北海道

Chg 優 244 99.5 ｹﾌｪｳｽ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 川崎 大 群馬 須永 武博 群馬

Chg 優 256 99.5 ﾊﾞｰﾃﾞｨｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 鹿糠 光男 岩手 松井 義純 青森

Chg 優 255 99.4 ｲﾚｰﾈ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 蜂谷 正男 岡山 蜂谷 正男 岡山

Chg 優 276 99.3 ｱﾆﾀ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 佐藤 松男 青森 梅田 恭彦 岩手

Chg 優 277 99.2 ｴﾙﾓ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 蜂谷 正男 岡山 阿部 弘明 奈良

Chg 優 202 99.0 ﾊﾞｰﾝﾌﾞﾚｯﾋｬｰ ﾌｫﾝ ｺｺ ｶﾏﾀﾞ 堀内 壽子 埼玉 阿利 直也 埼玉

Chg 優 220 99.0 ｸｨｰﾝ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 中島 清次 奈良 南 大樹 奈良

Chg 優 263 99.0 ｱｰﾙ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 太田 修三 広島 吉田 しのぶ 広島

Chg 優 216 98.9 ﾀﾞｰﾋﾞｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 鈴木 賢治 愛知 湊 臣正 岐阜

Chg 優 290 98.9 ﾀﾞﾙﾋﾞｯｼｭ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岡重 達也 広島 山縣 忠義 広島

Chg 優 241 98.8 ｱﾛｱ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 森本 兼三 奈良 島田 紀子 奈良

Chg 優 253 98.8 ｴｸｽｶﾘﾊﾞｰ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 山本 伊一郎 兵庫 嶋澤 純代 兵庫

Chg 優 271 98.8 ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｯｸｽﾀｰｸ 多賀 徹 広島 多賀 徹 広島

Chg 優 222 98.7 ﾙﾗ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 中西 秀之 福井 岩政 真理 岐阜

Chg 優 285 98.6 ｶｯｼｬ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 伊藤 栄一 宮城 伊藤 栄一 宮城

Chg 優 217 98.5 ﾗｯｸ II ﾌｫﾝ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ｼｭｳﾞｧﾈﾝ 新井 良信 埼玉 村橋 賢二 徳島

Chg 優 245 98.5 ﾍﾞｯｸ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 中村 久美子 千葉 菅原 恭子 茨城

Chg 優 254 98.4 ｲﾝﾃﾞｨｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 三谷 博一 和歌山 三谷 博一 和歌山

Chg 優 225 98.2 ｱｲｼｽ ﾋﾅ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 田尾 良憲 広島 伏岡 利恵 広島

Chg 優 229 98.2 ﾃﾞｨﾅ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 西野 惠子 山口 西野 惠子 山口

Chg 優 206 97.9 ｳﾞｧﾚﾘｵ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 小林 素和 愛知 伊藤 賢一 愛知

Chg 優 228 97.8 ﾃﾞﾆｽ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 水谷 恵理子 三重 水谷 恵理子 三重

Chg 優 246 97.8 ﾋﾞｰﾑ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 尾谷 幸男 兵庫 嶋澤 純代 兵庫

Chg 優 249 97.3 ﾕﾝｺﾞ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｼﾞｰｸﾌﾞﾙｸﾞ 高橋 聖紀 神奈川 峯田 武美 山形

Chg 優 226 97.1 ﾌｨｶﾞﾛｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 小林 洋子 愛知 小林 洋子 愛知

Chg 優 218 96.7 ﾍﾞｱﾄﾘｽ ﾌｫﾝ ﾋﾗｺ 小林 素和 愛知 小林 素和 愛知

Chg 優 224 96.0 ｷｬｻﾘﾝ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 中田 道治 青森 中田 道治 青森

Chg 優 280 95.9 ｼｪﾅ ｵﾌﾞ ﾐﾔｻﾞｷ ﾌｨｰﾝﾄﾞ 小田原 員人 宮崎 小田原 員人 宮崎

Chg 優 260 95.8 ｱﾘｯｻ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 秋本 洋子 兵庫 嶋澤 純代 兵庫

Chg 優 292 95.0 ﾆｹ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 佐藤 瑛一 広島 二星 卓哉 広島

Rch 優 258 94.8 ｸﾚｱ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 淀瀬 忠彦 広島 淀瀬 忠彦 広島

Rch 優 221 94.7 ｸｰ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 末吉 德実 大阪 時政 寿子 大阪

Rch 優 257 94.7 ｳﾞｨｸﾄﾘｱ ﾌｫﾝ ﾖﾅｺﾞ ｶﾜﾓﾄ 中村 達美 香川 中村 達美 香川

Rch 優 203 94.5 ｸﾗﾑ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 酒井 増吉 兵庫 外和 信弘 青森

Rch 優 235 94.3 ｲｳﾞｫﾝﾈ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 西塚 達雄 青森 松井 義純 青森

Rch 優 251 94.3 ｸｳﾞｧﾝﾄ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 群馬 須永 武博 群馬

Rch 優 265 93.9 ｴﾄﾞ ｵﾌﾞ ｳｨﾝﾄﾞ ﾌﾛﾑ ｻｻﾞﾝ ｼｰ 戎下 秀史 和歌山 今住 博勝 奈良

Rch 優 286 92.9 ｸﾞﾚﾝ ｵﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾎﾞｯｸｽﾄｩﾘｰ 鈴木 博房 茨城 鈴木 博房 茨城

Rch 優 273 92.8 ﾘﾝﾀﾞ ｵﾌﾞ ｱﾜｼﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ 榊原 恵子 愛媛 麻生 健 愛媛
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Rch 優 279 92.1 ﾏｲﾄ ｵﾌﾞ G.T.R 齋藤 高雄 埼玉 木村 夢乃 栃木

Rch 優 252 90.8 ｶｲﾄ ｵﾌﾞ ｸﾞﾗｽ ﾜｰﾙﾄﾞ 柴垣 光子 香川 今村 博美 広島

Rch 優 267 90.8 ﾊｲﾏﾝ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾊﾋﾟﾈｽ 鈴木 徳浩 千葉 鈴木 徳浩 千葉

Rch 優 282 90.2 ｱｸﾞﾈｽ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 境 史雄 愛知 境 史雄 愛知

特良 248 89.6 ｵﾘｳﾞｧｰ ﾌｫﾝ ﾁﾊﾞ ｴﾋﾞﾊﾗｿｳ 川端 啓子 富山 島田 薫 栃木

特良 210 89.4 ﾌﾟﾗﾝｽ ﾌｫﾑ ﾈｰﾍﾞﾙ ﾄﾞﾙﾌ 坂元 正廣 鹿児島 開田 宏 熊本

特良 268 89.2 ｱﾄﾞﾙﾌ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 渡部 文一 福島 佐藤 聖美 福島

特良 238 89.0 ｴﾘｶ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 大橋 小夜子 愛知 大橋 小夜子 愛知

特良 269 87.8 ﾊﾞﾙﾀﾞ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 涌田 美樹 石川 涌田 美樹 石川

特良 212 87.7 ﾂｧﾈﾗ ﾌｫﾝ ﾄｰﾘｭｰｿｳ 備谷 信哉 兵庫 宮西 仁 兵庫

特良 266 87.4 ﾀﾞｺﾞ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 吉田 文子 秋田 太田 忠芳 山形

特良 270 86.9 ｴﾙﾄﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 田中 友子 北海道 田中 友子 北海道

特良 259 84.0 ｵﾘｰ ﾌｫﾝ ｸﾉｰｿｳ 海野 さち子 静岡 海野 さち子 静岡

特良 234 83.1 ﾋﾞｯｷｰ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 矢納 深雪 兵庫 宗平 博士 兵庫

特良 215 83.0 ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾌﾟﾘﾝｾｽ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 山下 樵太 静岡 丹羽 慶子 愛知

特良 205 82.7 ｳﾞｨｰﾅｽ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 濱口 幸三 愛知 山田 侑里 愛知

特良 274 81.7 ﾔｰﾅ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 粟井 彰祥 岡山 粟井 彰祥 岡山

特良 207 80.1 ｴﾘﾝ ﾌｫﾝ ﾄｰｷｮｰ ｼｹﾞﾙ 森尾 正男 鳥取 宮本 美穂子 鳥取

良 287 79.2 ｳﾞｨｰﾀ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 酒井 増吉 兵庫 藤江 昭仁 兵庫

良 250 70.0 ｱｸｾﾙ ﾌｫﾝ ﾏﾘｰｱﾝ ﾛｰｾﾞ 横山 申彦 和歌山 青原 恭弘 和歌山

284 64.8 ｵｯﾌｧ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 髙橋 清子 広島 二星 卓哉 広島

239 54.0 ﾘｭｰｸ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾖｼﾐ 村里 一史 三重 神田 まるみ 広島

219 50.1 ﾚｸｻｽ ｵﾌﾞ ｱﾜｼﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ 亀山 篤志 香川 栗林 真歩 香川

243 49.1 ﾄﾞﾘｯｸｽ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 杉山 由記子 愛知 杉山 由記子 愛知

283 41.8 ﾍﾟﾄﾗ ﾂｰ ﾃﾞﾝ ﾍﾞﾙｼﾞｰｹﾞﾝ ﾍﾞﾙﾝ ⾧門 美希 和歌山 ⾧門 美希 和歌山

232 36.7 ｽｶｰﾚｯﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 久保 郁江 兵庫 八木 紀一 兵庫

204 30.1 ｲｻﾞｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 田上 健 宮城 田上 健 宮城

261 28.8 ﾃﾞﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 鈴木 洋子 静岡 鈴木 洋子 静岡

223 24.6 ﾁｪﾘｨ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 阿部 明子 奈良 阿部 明子 奈良

213 23.7 ｶﾚﾝ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 小林 洋子 愛知 吉田 麻由 愛知

240 21.4 ｱｯﾄ ﾌｫﾝ ﾂｶﾞﾙ ﾃﾙ 木村 輝子 青森 木村 輝子 青森

278 21.2 ﾌｨｰﾙ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岡 祐一郎 岡山 岡 祐一郎 岡山

291 21.0 ｱﾝ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 山砥 康男 岡山 阿部 弘明 奈良

230 20.8 ﾋﾟｰｽ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 宮西 仁 兵庫 三山 航平 兵庫

262 20.7 ﾉｱ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 細野 優子 ⾧野 細野 優子 ⾧野

211 19.2 ｱﾃﾞﾙ ｵﾌﾞ ﾈﾊﾞｰ ﾗﾝﾄﾞ ｲﾜﾀ 谷口 利憲 石川 杉山 和平 静岡

275 19.2 ｿﾞﾙ ﾌｫﾝ ｸﾗﾝﾂ K. Y. 橋本 正義 広島 二星 卓哉 広島

236 17.6 ﾌﾞﾚｽ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 岩倉 和枝 鳥取 岩倉 和枝 鳥取

209 15.0 ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾏﾂｻｶ ｱｽｶ 太田 正隆 三重 大森 弘士 奈良

208 13.0 ﾗﾍﾞｵ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 橋本 清子 奈良 芦田 任巨 奈良

233 12.0 ｲﾌﾟｼﾛﾝ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 松田 亜紀 埼玉 松田 亜紀 埼玉

242 12.0 ｱﾃﾅ ｵﾌﾞ K.K.C ﾌｧﾐﾘｰ 上平 眞吾 和歌山 青原 依意子 和歌山

231 10.0 ﾘｰﾌﾟｳﾞｨﾝ ﾌｫﾝ ﾘｰﾍﾞ ﾗｲﾃﾞﾝｼｬﾌﾄ ⾧尾 正彦 香川 川西 忠昭 香川

227 9.0 ｴﾝﾍﾟﾗｰ ｵﾌﾞ ﾑｰﾝ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 髙橋 五月 千葉 髙橋 五月 千葉

201 8.0 (ﾛｰｶｽ ｶﾞｰﾃﾞﾝ) ｹﾞｰﾌﾞﾙ 遠藤 善孝 埼玉 里川 ひろみ 埼玉

264 3.6 ﾆｰﾙ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 茨城 関本 幹人 栃木

237 3.0 ﾊﾞﾛﾝ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 鈴木 博房 茨城 鈴木 章司 青森


