
1 福本 好行 210 寶道 喜之 590 越智 敬元 970 居村 松洋 1350 稲生 裕二 1960 森岡 芳文 2720 三島 正樹 3480 山本 純二 4240 平家 哲夫 5000 杉村 真由美

2 古田 浩昭 220 岩本 渉 600 松本 佳子 980 福岡 三千雄 1360 宮﨑 五郎 1980 西村 謙 2740 久保 政樹 3500 桑原 寿志 4260 和氣 和清 5025 安達 一平
3 白石 幸江 230 橋田 友一 610 篠原 洋伸 990 藤田 重徳 1370 木村 和恵 2000 山本 雄次 2760 阿部 栄徳 3520 山本 登 4280 瀬野 政哉 5050 西野 正悟
4 野村 傳八 240 山森 大七郎 620 辰野 裕道 1000 二宮 雅裕 1380 岩田 和子 2020 谷崎 栄二 2780 宮田 重伸 3540 藤田 一 4300 山本 拓司 5075 織田 祐記
5 木田 竜信 250 栗岡 秀生 630 福住 幸尚 1010 大石 潤 1390 木村 洋一 2040 上田 剛司 2800 宇都宮 秀樹 3560 山本 弘之 4320 白石 長幸 5100 河野 孝義
6 阿佐 聡士 260 須内 正国 640 岡 利彦 1020 犬飼 裕一 1400 村上 正寿 2060 中藤 健一郎 2820 宮脇 覚 3580 長谷 文明 4340 三好 寿美 5125 中村 いつみ
7 山根 一善 270 上田 利昭 650 永尾 豊彦 1030 小笠原 修司 1410 奥島 幸雄 2080 山下 哲生 2840 山西 世治 3600 岡本 禎彦 4360 新岡 裕也 5150 城戸 甚一
8 福岡 和彦 280 藤本 博 660 中西 康太 1040 岩井 聡光 1420 三好 寿美 2100 岩田 和生 2860 西川 滋 3620 篠原 直紀 4380 栗山 純造 5175 菊地 啓太
9 中川 祝雄 290 梶原 眞人 670 永山 晋也 1050 重川 和生 1430 井関 康武 2120 青野 祥司 2880 中村 久夫 3640 峯脇 茂暢 4400 越智 逸也 5200 松浦 晴臣
10 矢野 秀明 300 楠 陽次 680 川本 健一 1060 藤井 周治 1440 上杉 勝教 2140 河上 良 2900 大森 豊 3660 橋田 卓治 4420 森 幸司 5225 村石 安佐美

15 坂竹 正啓 310 宮栄 正律 690 菊地 貞介 1070 渡辺 猛 1450 土居 恒徳 2160 宮岡 圭介 2920 越智 寛満 3680 西川 由紀夫 4440 杉本 裕惠 5250 奥野 信一
20 住吉 浩之 320 西岡 瞬 700 柴田 文一 1080 森 忠利 1460 嶋矢 廣喜 2180 橋田 卓治 2940 平岡 敏幸 3700 藤原 秀則 4460 篠原 悠 5275 #N/A
25 井上 貴之 330 橋本 繁 710 福岡 浩二 1090 野村 公盛 1470 山下 金繁 2200 菊地 貞介 2960 木田 竜信 3720 山崎 裕也 4480 宮川 栄介 5300 #N/A
30 田頭 康和 340 伊住 信弘 720 田中 好久 1100 野中 正一 1480 仙波 英徳 2220 片山 哲也 2980 吉岡 昇平 3740 田中 堅太郎 4500 紀伊野 由美子 5325 #N/A
35 福岡 浩二 350 坪内 功 730 多々良 昭太 1110 武智 健 1490 細川 二郎 2240 芝 俊貴 3000 安井 清秀 3760 橋本 佳史 4520 小塚 康夫 5350 #N/A
40 日野 猛仁 360 本土 一眞 740 玉井 和敬 1120 大野 哲也 1500 中川 恵介 2260 淺井 辰夫 3020 稲葉 賢 3780 村上 久明 4540 藤原 陸斗 5375 #N/A
45 木綱 俊三 370 兵頭 実 750 髙須賀 司 1130 久富 徹也 1520 泉 浩嗣 2280 駄場元 俊和 3040 山口 勇人 3800 越智 文也 4560 成岡 健 5400 #N/A
50 福岡 浩二 380 本坊 健太郎 760 岸 良雄 1140 中野 浩二 1540 森重 創一郎 2300 尾本  哲也 3060 大田 隆介 3820 河本 理 4580 大浦 謙二 5425 #N/A
55 濱本 勇二 390 岸 良雄 770 安達 雅章 1150 武田 栄一 1560 鈴木 欽次郎 2320 森山 丈夫 3080 叶 義啓 3840 政所 秀明 4600 大塚 ジャスミン 5450 #N/A
60 中川 雅裕 400 兵頭 伸彦 780 菊地 貞介 1160 佐々木 博文 1580 長岡 富廣 2340 加藤 順二 3100 永田 栄治 3860 黒石 嘉隆 4620 千頭和 謙太 5475 #N/A
65 大野 幸平 410 竹田 勝 790 田中 克彦 1170 福村 俊弘 1600 松原 弘明 2360 岡田 俊彦 3120 千葉 善博 3880 小川 照子 4640 松木 智広 5500 #N/A
70 河野 哲也 420 三島 一臣 800 上甲 基知由 1180 平礒 将 1620 山下 薫 2380 冨田 実 3140 河野 文孝 3900 河野 剛 4660 向井 賀鶴美 5525 #N/A
75 村井 英治 430 竹田 慎也 810 荒金 秀行 1190 野村 高雅 1640 二神 邦嘉 2400 長谷 晃徳 3160 宮本 香代子 3920 井上 武 4680 渡部 武人 5550 #N/A
80 兵頭 武俊 440 曽我 慶人 820 弓立 剛 1200 栗田 徳昭 1660 二宮 隆一 2420 金澤 慶太 3180 武内 秀信 3940 渡邉 義雄 4700 清水 利彦 5575 #N/A
85 藤堂 英二 450 緒方 孝樹 830 菊池 誠治 1210 落合 明人 1680 千種 亮也 2440 中野 憲仁 3200 濱田 延幸 3960 中尾 正和 4720 菊澤 芳匡 5600 #N/A
90 冨士村 拓哉 460 新開 信義 840 福徳 泰 1220 長谷 晃徳 1700 下田 義一 2460 中村 萬次郎 3220 矢野 正幸 3980 中田 幹人 4740 大西 誠 5625 #N/A
95 宮崎 良平 470 宇佐美 秀文 850 江戸 幹雄 1230 林 直之 1720 八木 厚隆 2480 久保 巌 3240 萩野 貴史 4000 玉井 健司 4760 宇都宮 弘佳 5650 #N/A
100 光永 勝巳 480 浜田 朗宏 860 宮崎 良平 1240 村上 秀禎 1740 土居 万昭 2500 寶道 喜之 3260 今井 邦弘 4020 目崎 隆司 4780 傍島 裕二郎 5675 #N/A
110 宇都宮 圭 490 安長 一郎 870 増田 勇雄 1250 東山 英雄 1760 森 功男 2520 柴田 智惠 3280 寶道 喜之 4040 梶本 雅文 4800 加藤 邦寛 5700 #N/A
120 上田 重春 500 石田 将也 880 井上 千恵美 1260 髙橋 明博 1780 松本 昌一 2540 岡田 努 3300 下田 豊久 4060 三瀬 春生 4820 菊池 城治 5725 #N/A
130 竹田 達也 510 永井 水澄 890 髙橋 祐司 1270 北本 明秀 1800 大久保 興而 2560 岡崎 裕一 3320 鷲見 勝行 4080 髙橋 聖一 4840 西山 俊明 5750 #N/A
140 小川 毅 520 新田 眞吾 900 川端 弘德 1280 柿原 暢祐 1820 菊地 茂利 2580 柴田 佳代 3340 正司 哲浩 4100 坪田 朋也 4860 松田 良雄 5775 #N/A
150 大隅 憲二 530 徳田 明義 910 竹内 浩二 1290 中川 祝雄 1840 成登 國弘 2600 谷本 眞帆 3360 関谷 安正 4120 永井 哲夫 4880 相原 誠一 5800 #N/A
160 田中 浩一 540 中川 祝雄 920 安岡 克敏 1300 二宮 雅裕 1860 大友 幸祐 2620 髙橋 祐司 3380 濵田 賢資 4140 泉 圭一 4900 今村 光志 5825 #N/A
170 中岡 静志 550 大星 忠 930 岡田 清志 1310 西尾 由香 1880 武田 政寛 2640 尾澤 彰 3400 鎌田 剛児 4160 三好 貴文 4920 久保 猛 5850 #N/A
180 古賀 直樹 560 今岡 一誠 940 山本 昭義 1320 田村 那美 1900 島田 智史 2660 石河 俊志 3420 新川 祐司 4180 青木 健一 4940 田中 江来 5875 #N/A
190 秦 和幸 570 藤堂 英二 950 渡部 幸正 1330 松盛 敦 1920 岡田 達矢 2680 水成 象一郎 3440 宮崎 俊行 4200 友松 貫司 4960 武知 慶介 5900 #N/A
200 竹田 愼之介 580 白石 泰祥 960 兵頭 信雄 1340 松田 武志 1940 山本 昭義 2700 信尾 道孝 3460 紀伊野 仲之 4220 佐伯 敏 4980 佐々木 貴規 5925 #N/A
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