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優 99.5 109 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

優 99.3 131 ｸｻﾝﾃｨｯﾍﾟ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 麦谷 富雄 兵庫 松岡 里砂 兵庫

優 99.1 152 ｵﾙﾄ ｵﾌﾞ ｲｰｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 東山 勲 石川 東山 勲 石川

優 99.0 113 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

優 99.0 178 ｼｬﾈﾙ ｵﾌﾞ ﾆｭｰ ｽﾌｨｰﾀﾞ 藤岡 めぐみ 秋田 梅田 恭彦 岩手

Chg 優 98.8 130 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 98.8 132 ｳﾝｶｲ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 小林 洋子 愛知 吉川 ひかり 愛知

Chg 優 98.7 108 ｲｿﾞﾙﾃﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 横山 申彦 和歌山 青原 恭弘 和歌山

Chg 優 98.3 104 X-ﾁｺ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 嶋澤 純代 兵庫 嶋澤 純代 兵庫

Chg 優 98.1 147 ｼﾞﾑﾆ ｵﾌﾞ ﾄﾞｰｹｼｿｳ 香西 迭男 香川 香西 迭男 香川

Chg 優 98.1 164 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

Chg 優 98.1 179 ﾎﾞﾆｰ ｵﾌﾞ ｱﾆｰﾀ ﾜｰﾙﾄﾞ 小田 文男 岡山 二星 卓哉 広島

Chg 優 97.9 139 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 97.5 153 ｸｳﾞｧﾝﾃﾞ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 小野寺 弘 岩手 岩政 真理 岐阜

Chg 優 96.9 158 ｶﾚﾝ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 小林 洋子 愛知 小林 洋子 愛知

Chg 優 96.3 114 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 96.3 129 ｱﾙﾅ ｵﾌﾞ ｷｼｭｰ ﾊﾋﾟﾈｽ 花尻 好司 三重 花尻 好司 三重

Chg 優 96.3 140 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 96.2 105 ﾀﾞｺﾞ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 阿部 章三 宮城 太田 忠芳 山形

Chg 優 96.0 115 ｴﾝﾍﾟﾗｰ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 菅原 恭子 茨城 菅原 恭子 茨城

Chg 優 95.8 120 ｻｸｾｽ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 塩見 聰 兵庫 山縣 忠義 広島

Chg 優 95.8 170 ｸﾞｽﾀﾌ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 鈴木 修一 兵庫 黒田 明 京都

Chg 優 95.5 111 ﾆｰﾙ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 茨城 関本 幹人 栃木

RCh 優 94.9 166 ﾄﾞﾝ ﾌｫﾑ ｱｲﾝｽ ｴｰﾍﾞﾝﾊｲﾄ 矢口 健治 茨城 矢口 健治 茨城

RCh 優 94.2 171 ｼﾞｭｰｸ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 芦田 任巨 奈良 三輪 あつみ 奈良

RCh 優 93.9 110 ﾍﾞｯｷｰ ｶｷﾃ ｵﾌﾞ M2 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 柿手 正 島根 宮本 美穂子 鳥取

RCh 優 93.7 149 ﾙｰﾃｼｱ ﾌｫﾝ ﾔﾏﾐ ﾏﾙｾｲｿｳ 佐藤 松男 青森 大沼 由二 北海道

RCh 優 93.6 106 ｲﾙﾐﾉ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 青原 恭弘 和歌山 青原 依意子 和歌山

RCh 優 93.3 122 ﾊﾞﾘﾝ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 早坂 国男 岩手 早坂 国男 岩手

RCh 優 92.9 177 ｸﾗﾗ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 佐藤 瑛一 広島 今村 博美 広島

RCh 優 92.0 125 ｷﾞｾﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 扇谷 泰之 奈良 芦田 任巨 奈良

RCh 優 91.3 148 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

RCh 優 90.9 126 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

RCh 優 90.9 154 ﾏｲﾄ ｵﾌﾞ G.T.R 齋藤 高雄 埼玉 島田 薫 栃木

RCh 優 90.7 101 ﾚｵﾝ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 椎葉 好 岡山 山縣 忠義 広島

RCh 優 90.6 174 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ｷｽ ｵﾌﾞ ｻﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾊﾞｳﾑ 柴田 政廣 愛知 丹羽 慶子 愛知

RCh 優 90.0 119 ﾃﾞｭｰｸ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 髙島 孝幸 青森 松井 義純 青森

特良 89.7 172 ﾋﾞﾘｵﾝ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 細川 督夫 香川 亀山 篤志 香川

特良 88.5 138 ﾌﾚｱ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾊﾟｰﾙ 安積 晃 広島 神田 まるみ 広島

特良 88.1 127 ﾗｲｻﾞ ｵﾌﾞ ｱﾜｼﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ 中村 薫 広島 中村 薫 広島

特良 88.0 123 ｱﾙｺﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 川本 秀和 愛知 小林 玄太 愛知

特良 86.4 103 ﾍﾞﾂｧｳﾍﾞﾙﾝ ﾌｫﾝ ｺｺ ｶﾏﾀﾞ 飯塚 正 埼玉 堀内 壽子 埼玉

特良 85.2 150 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

特良 84.6 157 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

特良 84.0 161 ｱﾌﾟｽ ﾌｫﾝ ｸﾞﾗﾝﾂ ﾍﾞｶﾞ 鵜川 直樹 香川 北村 香陽子 香川

良 75.7 117 ｴﾄﾞｳｨﾝ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｶﾃﾞﾝﾂ 堀内 壽子 埼玉 阿利 直也 埼玉

良 74.9 136 ﾔｰﾙ ﾌｫﾝ ﾂｨｰﾙ ｴﾗｲﾋｪﾝ 池田 紀子 栃木 池田 紀子 栃木
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良 71.2 173 ｴﾙ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｶﾃﾞﾝﾂ 辻 加代 徳島 村橋 賢二 徳島

63.6 128 ｳｳﾞｧ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 浅沼 まり古 愛知 信達谷 美帆 愛知

61.5 142 ﾌｧﾙﾏ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 辻本 誠志 兵庫 藏 ひろみ 京都

57.7 169 ｱﾙﾉﾝ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 野口 喜弘 千葉 塩澤 美有紀 千葉

57.4 124 ﾃﾞｨｰﾂ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 外和 信弘 青森 外和 信弘 青森

53.0 118 ﾄﾞﾘｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 眞中 隆 茨城 眞中 隆 茨城

49.0 137 ｱｰﾙ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 上村 智晶 北海道 大沼 由二 北海道

48.8 163 ﾂｨｰﾀ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 米田 馨 青森 米田 馨 青森

45.5 168 ﾍﾞｯｷｰ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 熊谷 厚志 広島 二星 卓哉 広島

38.4 151 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

38.3 133 ｱﾗｽ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 米澤 豊 岩手 松井 義純 青森

34.3 159 ﾍﾞｽ ｵﾌﾞ ﾗﾋﾞ ｼｭｰﾌﾟﾘｰﾑ 古宮 祥貴 千葉 山口 京子 千葉

30.0 155 ﾕﾙ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 遠山 景行 長野 遠山 景行 長野

29.9 141 ﾙﾗ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 中西 秀之 福井 湊 臣正 岐阜

25.0 135 ﾚｵ II ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 小楠 真由美 埼玉 里川 ひろみ 埼玉

24.0 145 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 新井 良信 埼玉

23.8 165 ﾘｱ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 佐藤 玲子 栃木 池上 裕二 栃木

23.5 146 ｱｸｲﾗ ﾌｫﾝ ｸﾞﾗﾝﾂ ﾍﾞｶﾞ 吉峰 公博 香川 川西 忠昭 香川

23.5 156 ｶﾘﾌ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 大津 敏 栃木 池上 裕二 栃木

23.4 176 ｼﾞﾙｳﾞｧ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 今西 輝人 奈良 阿部 弘明 奈良

23.2 162 ｻﾞｰﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 蜂谷 正男 岡山 阿部 弘明 奈良

22.0 175 ｱﾙﾊﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 田上 健 宮城 田上 健 宮城

20.5 121 ｱｯﾄ ﾌｫﾝ ﾂｶﾞﾙ ﾃﾙ 木村 輝子 青森 木村 輝子 青森

20.0 107 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

20.0 144 ｼﾞｽﾞ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 沖野 敏実 岐阜 松村 聡美 愛知

19.6 143 ｵﾘｵﾝ ｵﾌﾞ ｱｳﾄｻｲﾀﾞｰ 宮澤 洋子 東京 稲尾 淳子 東京

15.7 102 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

15.0 112 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

9.0 134 ﾖﾙﾄ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 川端 啓子 富山 川端 啓子 富山

4.0 167 ｸｾﾙｸｾｽ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 大谷 典子 奈良 山内 未央 大阪

0.0 160 ｵｷｱ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 八木 紀一 兵庫 八木 紀一 兵庫


