
No DO番号 会員No name kana sex rank エントリーNo 属性 区域

1 18 158 坪倉 大介 ツボクラ ダイスケ ｍ 18158 会員 京都

2 18 403 青山 泰典 アオヤマ ヤスノリ ｍ 18403 会員 京都

3 18 338 田中 哲 タナカ テツ ｍ 18338 会員 京都

4 18 509 室井 紳佑 ムロイ シンスケ ｍ 18509 会員 京都

5 18 517 松尾 卓実 マツオ タクミ ｍ 18517 会員 京都

6 18 500 下尾 駿介 シモオ シュンスケ ｍ 18500 会員 京都

7 18 599 林 雄太 ハヤシ ユウタ ｍ 18599 会員 京都

8 18 187 藤ノ井 朗 フジノイ アキラ ｍ 18187 会員 京都

9 24 1114 林 桃加 ハヤシ モモカ f 241114 会員 奈良

10 18 237 山本 ゆかり ヤマモト ユカリ f 18237 会員 京都

11 18 - 今村 晶彦 イマムラ アキヒコ ｍ 京都一般 一般 京都

12 15 233 長澤 玖光子 ナガサワ クミコ f 15233 会員 愛知

13 18 594 安田 竜也 ヤスダ タツヤ ｍ 18594 会員 京都

14 18 - 松岡 孝 マツオカ タカシ ｍ 京都一般 一般 京都

15 18 - 古賀 康弘 コガ ヤスヒロ ｍ 京都一般 一般 京都

16 18 427 池上 勝 イケガミ マサル ｍ 18427 会員 京都

17 18 364 大西 謙太郎 オオニシ ケンタロウ ｍ 18364 会員 京都

18 18 120 布施 瑞穂 フセ ミズホ f 18120 会員 京都

19 18 261 渡邊 勇太 ワタナベ ユウタ ｍ 18261 会員 京都

20 18 - 山里 浩志 ヤマザト ヒロシ ｍ 京都一般 一般 京都

21 18 493 豊田 勝康 トヨダ カツヤス ｍ 18493 会員 京都

22 18 529 松本 亮介 マツモトリョウスケ ｍ 18529 会員 京都

23 18 340 川上 龍次 カワカミ リョウジ ｍ 18340 会員 京都

24 18 198 臼井 孝二郎 ウスイ コウジロウ ｍ 18198 会員 京都

25 18 420 菊川 拓哉 キクカワ タクヤ ｍ 18420 会員 京都

26 18 - 荒池 龍 アライケ リュウ ｍ 京都一般 一般 京都

27 18 534 中村 昭太 ナカムラ ショウタ ｍ 18534 会員 京都

28 18 482 関 優斗 セキ ユウト ｍ 18482 会員 京都

29 18 390 大西 龍樹 オオニシ リュウキ ｍ 18390 会員 京都

30 18 - 小山 遥陽 コヤマ ハルヒ ｍ 京都一般 一般 京都

31 18 12 北山 孝次 キタヤマ コウジ ｍ 1812 会員 京都

32 18 - 山田 広和 ヤマダ ヒロカズ ｍ 京都一般 一般 京都

33 5 1182 野村 紗希 ノムラ サキ f 51182 会員 兵庫

34 18 30 福島 清子 フクシマ キヨコ f 1830 会員 京都

35 18 608 磯辺 寛興 イソベ ヒロオキ ｍ 18608 会員 京都

36 18 576 池田 賢史 イケダ ケンシ ｍ 18576 会員 京都

37 18 268 小島 潤一朗 コジマ ジュンイチロウ ｍ 18268 会員 京都

38 18 456 山田 未奈実 ヤマダ ミナミ f 18456 会員 京都

39 18 566 池谷 涼 イケタニ リョウ ｍ 18566 会員 京都

40 18 574 伊藤 高基 イトウ タカキ ｍ 18574 会員 京都

41 18 596 小泉 神次 コイズ ミシンジ ｍ 18596 会員 京都

42 18 513 谷口 一平 タニグチ イッペイ ｍ 18513 会員 京都

43 4 2046 三ツ井 一美 ミツイ カズミ f 42046 会員 大阪

44 18 8 大城 朝穂 オオシロ アサホ f 188 会員 京都

45 18 - 村上 淳一 ムラカミ ジュンイチ ｍ 京都一般 一般 京都

46 18 7 大浦 伸子 オオウラ ノブコ f 187 会員 京都

47 18 - 近藤 聡志 コンドウ サトシ ｍ 京都一般 一般 京都

48 18 - 今村 浩樹 イマムラ ヒロキ ｍ 京都一般 一般 京都

49 18 581 西河 幸宏 ニシカワ ユキヒロ ｍ 18581 会員 京都

50 18 582 櫻井 理絵 サクライ リエ f 18582 会員 京都

51 18 585 進藤 圭一朗 シンドウ ケイイチロウ ｍ 18585 会員 京都

52 18 592 黒坂 和也 クロサカ カズヤ ｍ 18592 会員 京都

53 18 531 小豆 真護 ショウズ シンゴ ｍ 18531 会員 京都

54 18 569 高橋 勝國 タカハシ マサクニ ｍ 18569 会員 京都

55 18 191 木村 隆行 キムラ タカユキ ｍ 18191 会員 京都

56 18 502 伊藤 伸一 イトウ シンイチ ｍ 18502 会員 京都

57 18 16 小林 大祐 コバヤシ ダイスケ ｍ 1816 会員 京都

58 4 2252 川原 正樹 カワハラ マサキ ｍ 42252 会員 大阪

59 15 921 小笠原 浩明 オガサワラ ヒロアキ ｍ 15921 会員 愛知

60 15 961 平山 勝政 ヒラヤマ カツマサ ｍ 15961 会員 愛知

61 15 923 花谷 悠也 ハナタニ ユウヤ ｍ 15923 会員 愛知

62 15 920 三岡 英夫 ミツオカ ヒデオ ｍ 15920 会員 愛知

63 15 977 神田 貴秀 カンダ タカヒデ ｍ 15977 会員 愛知

64 15 - 千原 大 チハラ ダイ ｍ 愛知一般 一般 愛知

65 17 668 刃金 一貴 ハガネ カズキ ｍ 17668 会員 埼玉

66 15 827 浦野 栄樹 ウラノ シゲキ ｍ 15827 会員 愛知

67 10 1107 矢野 洋平 ヤノ ヨウヘイ ｍ 101107 会員 愛媛

68 10 1070 露口 真禎 ツユグチ マサヨシ ｍ 101070 会員 愛媛

69 10 1114 灰田 裕一郎 ハイダ ユウイチロウ ｍ 101114 会員 愛媛

70 13 733 安田 久美 ヤスダ クミ f 13733 会員 神奈川

71 10 1101 新居田 竜也 ニイダ タツヤ ｍ 101101 会員 愛媛

72 10 1078 萩野 千恵 ハギノ チエ f 101078 会員 愛媛

73 10 1005 佐川 研生 サガワ ケンセイ ｍ 101005 会員 愛媛

74 10 1033 小野 一 オノ ハジメ ｍ 101033 会員 愛媛

75 21 3 山口 憲史 ヤマグチ ケンジ ｍ 213 会員 岡山

76 5 1412 上村 譲二 ウエムラ ジョウジ ｍ 51412 会員 兵庫

77 21 111 片岡 裕貴 カタオカ ユウキ ｍ 21111 会員 岡山

78 21 113 河原 健太 カワハラ ケンタ ｍ 21113 会員 岡山

79 21 63 濱邊 祐太 ハマベ ユウタ ｍ 2163 会員 岡山

80 21 12 岡嵜 彰 オカザキ アキラ ｍ 2112 会員 岡山

81 21 71 廣岡 一哉 ヒロオカ カズヤ ｍ 2171 会員 岡山

82 21 46 室山 正明 ムロヤマ マサアキ ｍ 2146 会員 岡山

83 13 125 内藤 光重 ナイトウ ミツシゲ m 13125 会員 神奈川

84 13 419 青木 まゆ アオキ マユ f 13419 会員 神奈川

85 13 802 八角 美江 ハッカク ヨシエ f 13802 会員 神奈川

86 13 265 福原 都弥恵 フクハラ トミエ f 13265 会員 神奈川

87 13 879 饗場 克也 アイバ カツヤ m 13879 会員 神奈川

88 13 935 小川 祐一郎 オガワ ユウイチロウ m 13935 会員 神奈川

89 13 815 竹内 俊之 タケウチ トシユキ m 13815 会員 神奈川

90 13 284 田畑 一 タバタ ハジメ m 13284 会員 神奈川

91 13 112 平賀 正弘 ヒラガ マサヒロ m 13112 会員 神奈川

92 13 301 中村 周作 ナカムラ シュウサク m 13301 会員 神奈川

93 13 330 福原 健一 フクハラ ケンイチ m 13330 会員 神奈川

94 2 26 沢目 一華 サワメ イツカ f 226 会員 全東京

95 19 423 富永 三智彦 トミナガ ミチヒコ m 19423 会員 広島

96 19 405 辻野 教一 ツジノ ノリカズ m 19405 会員 広島

97 19 301 蓑田 将員 ミノダ マサカズ m 19301 会員 広島

98 19 264 石崎 愛 イシザキ アイ f 19264 会員 広島

99 19 83 中村 太郎 ナカムラ タロウ m 1983 会員 広島

100 19 293 青木 貴大 アオキ タカヒロ m 19293 会員 広島

101 19 298 田代 豪 タシロ ゴウ m 19298 会員 広島

102 19 395 岩本 隆眞 イワモト リョウマ m 19395 会員 広島

103 19 11 服部 勝 ハットリ マサル m 1911 会員 広島

104 11 1074 荒井 大輔 アライ ダイスケ m 111074 会員 高知

105 6 116 森 氏郷 モリ ウジサト m 6116 会員 香川

106 5 1664 西川 歩 ニシカワ アユミ f 51664 会員 兵庫

107 17 269 林　裕之 ハヤシ ヒロユキ m 17269 会員 埼玉

108 11 1095 東村 卓使 ヒガシムラ タクジ m 111095 会員 高知

109 11 1096 信清 亮二 ノブキヨ リョウジ m 111096 会員 高知

110 11 1190 矢須 一光 ヤス カズミツ m 111190 会員 高知

111 11 1184 徳久 和人 トクヒラ カズト m 111184 会員 高知

112 11 1065 小野 若砂 オノ ワカサ f 111065 会員 高知

113 17 39 髙橋 剛祐 タカハシ ゴウユウ m 1739 会員 埼玉

114 17 300 髙木 美幸 タカギ ミユキ f 17300 会員 埼玉

115 17 654 野澤 真理子 ノザワ マリコ f 17654 会員 埼玉

116 4 2398 鈳 孝子 コガマ タカコ f 42398 会員 大阪

117 17 396 秋元 均 アキモト ヒトシ m 17396 会員 埼玉

118 24 1103 佐々木 能章 ササキ ヨシアキ m 241103 会員 奈良

119 17 一般 今泉 力也 イマイズミ リキヤ m 17⼀般 会員 埼玉

120 24 1104 佐々木 明子 ササキ アキコ f 241104 会員 奈良

121 23 149 John Daniel Borjas ジョン ダニエル ボージャス m 23149 会員 長野

122 17 358 山下 貴行 ヤマシタ タカユキ m 17358 会員 埼玉

123 17 588 纐纈 明誠 コウケツ アキノブ m 17588 会員 埼玉

124 17 81 池田 大夏 イケダ ヒロナツ m 1781 会員 埼玉

125 1 2 阿部 雄一 アベ ユウイチ m 12 会員 新潟

126 1 193 小川 正樹 オガワ マサキ m 1193 会員 新潟

127 13 485 大内 政民 オオウチ マサタミ f 13485 会員 神奈川

128 13 - 井出 桃夏 イデ モモカ m 神奈川一般 一般 神奈川

129 13 - 井出 利恵 イデ リエ m 神奈川一般 一般 神奈川

130 13 - 井出 総一郎 イデ ソウイチロウ f 神奈川一般 一般 神奈川

131 2 43 鈴木 庸介 スズキ ヨウスケ m 243 会員 全東京

132 2 46 高橋 賢一 タカハシ ケンイチ m 246 会員 全東京

133 2 1 山口 知美 ヤマグチ トモミ f 21 会員 全東京

134 4 1448 木村 一成 キムラ カズナリ m 41448 会員 大阪

135 23 21 平野 貴康 ヒラノ タカヤス m 2321 会員 長野

136 23 110 木下 喜美 キノシタ ヨシミ f 23110 会員 長野

137 23 47 成澤 伸一 ナルサワ シンイチ m 2347 会員 長野

138 23 117 金原 俊介 キンバラ シュンスケ m 23117 会員 長野

139 23 2 酒井 善明 サカイ ヨシアキ m 232 会員 長野

140 15 812 東島 厚 ヒガシジマ アツシ m 15812 会員 愛知

141 4 2280 奥田 浩泰 オクダ ヒロヤス m 42280 会員 大阪

142 4 2036 辻 順次 ツジ ジュンジ m 42036 会員 大阪

143 4 2401 橋川 大晶 ハシカワ ヒロアキ m 42401 会員 大阪

144 4 1756 川村 亮介 カワムラ リョウスケ m 41756 会員 大阪

145 4 2163 北村 智加 キタムラ チカ f 42163 会員 大阪

146 4 2337 岸 千聡 キシ チサト f 42337 会員 大阪

147 4 2323 大達 浩司 オオダチ コウジ m 42323 会員 大阪

148 4 2126 古川 隆男 フルカワ タカオ m 42126 会員 大阪

149 4 2395 杉本 賢亮 スギモト ケンスケ m 42395 会員 大阪

150 4 2379 伊藤 宏一 イトウ ヒロカズ m 42379 会員 大阪

151 4 1991 谷田 孝夫 タニダ タカオ m 41991 会員 大阪

152 4 1796 高山 得溶 タカヤマ トクヨウ m 41796 会員 大阪

153 4 1700 久下 尚也 クゲ ナオヤ m 41700 会員 大阪

154 4 2476 佐藤 直樹 サトウ ナオキ m 42476 会員 大阪

155 4 1438 水河 素子 ミズカワ モトコ f 41438 会員 大阪

156 5 1095 林 幸子 ハヤシ サチコ f 51095 会員 兵庫

157 4 1538 吉岡 明日香 ヨシオカ アスカ f 41538 会員 大阪

158 4 2273 川辺 はな カワベ ハナ f 42273 会員 大阪

159 4 2510 Paul Winterbarn ポールウインターバーン m 42510 会員 大阪

160 4 2195 冨金原 賢司 フキンバラ ケンジ m 42195 会員 大阪

161 4 2452 中村 匡志 ナカムラ マサシ m 42452 会員 大阪

162 4 1588 宮野 猛洋 ミヤノ タケヒロ m 41588 会員 大阪

163 4 1657 石堂 努 イシドウ ツトム m 41657 会員 大阪

164 4 2204 岡田 亜希子 オカダ アキコ f 42204 会員 大阪

165 4 2513 高穂 健 タカホ タケシ m 42513 会員 大阪

166 4 - 高穂 由美 タカホ ユミ f 大阪一般 一般 大阪

167 4 2371 長代 龍次朗 ナガヨ リュウジロウ m 42371 会員 大阪

168 4 - 御母衣 剛 ミボロ ツヨシ m 大阪一般 一般 大阪

169 4 2399 全 恵美 チョン ヘミ f 42399 会員 大阪

170 5 1668 束野 哲哉 ツカノ テツヤ m 51668 会員 兵庫

171 4 2523 田 達輝 デン タツキ m 42523 会員 大阪

172 4 2336 垣本 賢秀 カキモト タカヒデ m 42336 会員 大阪

173 4 2492 林 昇一 ハヤシ ショウイチ m 42492 会員 大阪

174 4 2417 森岡 康之 モリオカ ヤスユキ m 42417 会員 大阪

175 4 2333 弥源治 渉 ヤゲンジ ワタル m 42333 会員 大阪

176 5 1318 長谷川 高志 ハセガワ タカシ m 51318 会員 兵庫

177 4 1650 外筬 久人 ソトオサ ヒサト m 41650 会員 大阪

178 4 2428 中西 信 ナカニシ シン m 42428 会員 大阪

179 4 - 佐藤 清矢 サトウ セイヤ m 大阪一般 一般 大阪

180 4 - 嶋辺 優也 シマベ ユウヤ m 大阪一般 一般 大阪

181 24 1018 福岡 靖人 フクオカ ヤスヒト m 241018 会員 奈良

182 24 1020 伊藤 梓 イトウ アズサ f 241020 会員 奈良

183 24 1019 山本 憲 ヤマモト アキラ m 241019 会員 奈良

184 24 1071 中川 耕平 ナカガワ コウヘイ m 241071 会員 奈良

185 5 1540 宮城 裕至 ミヤギ ユウジ m 51540 会員 兵庫

186 24 1092 尾崎 佐希 オザキ サキ f 241092 会員 奈良

187 24 1102 辻 和孝 ツジ カズタカ m 241102 会員 奈良

188 24 1080 西村 直也 ニシムラ ナオヤ m 241080 会員 奈良

189 24 1091 廣瀬 卓也 ヒロセ タクヤ m 241091 会員 奈良

190 24 1078 増野 孝祐 マスノ コウスケ m 241078 会員 奈良

191 24 1033 川井 清史 カワイ キヨシ m 241033 会員 奈良

192 24 1112 下村 将隼 シモムラ ユキト m 241112 会員 奈良

193 24 1008 石橋 誠 イシバシ マコト m 241008 会員 奈良

194 24 1036 アンドリュー ボーダレイ アンドリュー ボーダレイ m 241036 会員 奈良

195 24 1007 岸上 茂広 キシウエ シゲヒロ m 241007 会員 奈良

196 24 1077 池田 正直 イケダ マサナオ m 241077 会員 奈良

197 24 1070 辻本 祐吾 ツジモト ユウゴ m 241070 会員 奈良

198 24 1105 西田 隆晃 ニシダ タカアキ m 241105 会員 奈良

199 24 1069 茅早 喜樹 チハヤ ヨシキ m 241069 会員 奈良

200 24 1068 林 淑絵 ハヤシ ヨシエ f 241068 会員 奈良

201 24 - 西井 要 ニシイ カナメ m 奈良一般 一般 奈良

202 24 1047 初田 芳隆 ハツダ ヨシタカ m 241047 会員 奈良

203 24 1030 高崎 府士 タカサキ アツシ m 241030 会員 奈良

204 24 1017 中瀬 悠太 ナカセ ユウタ m 241017 会員 奈良

205 24 1122 西田 睦 ニシダ ムツミ f 241122 会員 奈良

206 24 1027 近藤 景一朗 コンドウ ケイイチロウ m 241027 会員 奈良

207 24 1011 南 健至 ミナミ ケンジ m 241011 会員 奈良

208 24 1059 三木 俊介 ミキ シュンスケ m 241059 会員 奈良

209 24 1088 新谷 周志 シンタニ チカシ m 241088 会員 奈良

210 24 1085 岩崎 大地 イワサキ ダイチ m 241085 会員 奈良

211 5 1003 小泉 雄二 コイズミ ユウジ m 51003 会員 兵庫

212 13 - 則末 英生 ノリスエ ヒデオ m 神奈川一般 一般 神奈川

213 5 1170 大瀬 久雄 オオセ ヒサオ m 51170 会員 兵庫

214 5 - 水道 隆太 スイドウ リュウタ m 兵庫一般 一般 兵庫

215 5 1719 金村 慎史郎 カネムラ シンシロウ m 51719 会員 兵庫

216 5 1744 鈴木 紀仁 スズキ ノリヒト m 51744 会員 兵庫

217 5 1611 宮野 麻衣 ミヤノ マイ f 51611 会員 兵庫

218 5 1400 平岡 麻衣 ヒラオカ マイ f 51400 会員 兵庫

219 5 1477 裏川 弘之 ウラカワ ヒロユキ m 51477 会員 兵庫

220 5 1751 鄧 巍 トウ ギ m 51751 会員 兵庫

221 5 1045 東田 剛 ヒガシダ タケシ m 51045 会員 兵庫

222 5 1094 迫田 清彦 サコダ キヨヒコ m 51094 会員 兵庫

223 5 1610 松永　敏明 マツナガ　トシアキ m 51610 会員 兵庫

224 5 1613 宇都宮　和正 ウツノミヤ　カズマサ m 51613 会員 兵庫

225 5 - 西田 拓也 ニシダ　タクヤ m 兵庫一般 一般 兵庫

226 5 - 成重 雄介 ナリシゲ　ユウスケ m 兵庫一般 一般 兵庫

227 5 1459 荒井 有佳里 アライ　ユカリ f 51459 会員 兵庫

228 5 一般 村上　真幸 ムラカミ　マサユキ m 5⼀般 会員 兵庫

229 5 1407 窪喜 真一郎 クボキ　シンイチロウ m 51407 会員 兵庫

230 5 1743 塩尻 雅和 シオジリ　マサカズ m 51743 会員 兵庫

231 5 1479 恵島 隼人 エジマ　ハヤト m 51479 会員 兵庫

232 5 1648 新井 伸之 アライ　ノブユキ m 51648 会員 兵庫

233 5 1741 川畑 昂稀 カワバタ　コウキ m 51741 会員 兵庫

234 5 - 大森 友樹 オオモリ　トモキ m 兵庫一般 一般 兵庫

235 5 1434 藤岡　龍一 フジオカ　リュウイチ m 51434 会員 兵庫

236 5 1573 植囿　まゆ香 ウエゾノ　マユカ f 51573 会員 兵庫

237
238 10 - 宮田 彬 ミヤタ アキラ m 愛媛一般 一般 愛媛

239 19 385 藤井 孝幸 フジイ タカユキ m 19385 会員 広島

240 6 68 香川 寿代 カガワ ヒサヨ f 668 会員 香川

241 11 1160 竹村 淳 タケムラ アツシ m 111160 会員 高知

242 23 1 春日 利明 カズガ トシアキ m 231 会員 長野

243 4 1934 木本 一恵 キモト カズエ f 41934 会員 大阪

244 5 1221 田中　由香 タナカ　ユカ f 51221 会員 兵庫

245 18 3 武田　進 タケダ　ススム m 183 会員 京都


