
名前 カテゴリ 本数

うた U-12 27

ほのか U-12 26

てっぺい U-12 24

せいた U-12 24

なつみ U-12 23

なぎ U-12 19

たいち U-12 15

め生 U-12 13

歩志 U-12 13

松本 U-12 13

しょういちろう U-12 13

セリ U-12 11

日下大和 U-12 9

真田ゆず U-12 8

いつと U-12 1

U-12



名前 カテゴリ 本数

オイキン ジュニア 43

櫻井 ジュニア 42

キモト ジュニア 41

193 ジュニア 35

市川 ジュニア 33

ミズエ ジュニア 32

天然パーマ ジュニア 29

ヒロゴリ ジュニア 29

ハマオカ ジュニア 26

トオル　澄 ジュニア 23

まつもと ジュニア 21

ＳＨＯＲＡ ジュニア 20

サトゥー ジュニア 19

ヤマト ジュニア 19

まつたん ジュニア 16

コーヘイ ジュニア 6

ジュニア



名前 カテゴリ 本数

けいた ユース 39

ヒスイ　翠 ユース 38

ヨシオカヒロ ユース 36

ひとし ユース 35

まっしゅるーむ ユース 33

りゅう ユース 30

アスカ　明日香ユース 29

ゆうき ユース 28

みむ ユース 28

ルナ ユース 25

ナリ ユース 19

ユース



名前 カテゴリ 本数

こーへい ヤング 39

マツムラ ヤング 39

大生 ヤング 38

小倉 ヤング 35

サッキー ヤング 32

ズミ ヤング 32

カヤノ ヤング 31

シカ ヤング 30

みんみん ヤング 30

たっつん ヤング 30

マサタカ ヤング 29

ダークネス ヤング 27

こうた ヤング 26

西久保 ヤング 25

福富 ヤング 25

藤井浩平 ヤング 25

えりりん ヤング 25

ＲＹＯ ヤング 25

山Ｐ ヤング 25

アダ ヤング 23

おきく ヤング 22

タノ ヤング 22

ユアサ ヤング 19

とも ヤング 19

タイキ ヤング 18

藤本康孝 ヤング 18

まさかず ヤング 18

りかたんぴーなっつヤング 16

まい ヤング 16

ＴＯＭＯＡＫＩ ヤング 15

まい ヤング 14

はな ヤング 14

イサカ ヤング 14

ひろち ヤング 14

しんぺー ヤング 13

イシカワ ヤング 12

モリタ ヤング 11

ゆみ ヤング 11

カズ ヤング 10

ヤング



タモリ ヤング 9



名前 カテゴリ 本数

足立星斗 アダルト 41

ＨＡＭＡ アダルト 39

トダ アダルト 36

たいよう アダルト 35

かずき アダルト 34

しん アダルト 34

ATSU アダルト 33

朝兄 アダルト 32

54 アダルト 32

いおりん アダルト 32

ブンブン アダルト 32

たかしー アダルト 30

ボー アダルト 29

マエダ アダルト 29

リョウスケ アダルト 29

あだち アダルト 28

マサヒデ アダルト 28

さえっきー アダルト 27

ねち アダルト 27

いけＤ アダルト 27

竜 アダルト 27

後藤晧二郎 アダルト 26

おさき アダルト 26

大谷 アダルト 25

ナベ アダルト 25

山崎 アダルト 25

あや アダルト 25

山科 アダルト 25

スン アダルト 25

あきら アダルト 25

ばばさん アダルト 24

オチアイ アダルト 24

ＡＺＵＭＡＸ アダルト 24

Ｎ.Matsu アダルト 24

イホ アダルト 23

ＵＧ アダルト 23

ヒロキ アダルト 23

おかだ アダルト 21

アキモトミノル アダルト 20

アダルト



四井 アダルト 19

サダ アダルト 19

ゆみこ アダルト 19

りー アダルト 18

ヅメ アダルト 17

まーくん アダルト 17

34 アダルト 16

櫻井カコ アダルト 15

モリヤマゲンキアダルト 15

ヤマオカ アダルト 15

手塚ゆき アダルト 14

宮治ちほ アダルト 14

ぼちぼち アダルト 14

かわづ アダルト 14

コンドウ（昆布）アダルト 13

オオヤ アダルト 13

たっくん アダルト 13

スミコ アダルト 13

オグラ アダルト 12

まりりん アダルト 11

マユミ アダルト 9

32 アダルト 7

べっちゃん アダルト 5

ちろる アダルト 1



名前 カテゴリ 本数

タカシ ベテラン 39

KITA ベテラン 34

ヤマネシンスケベテラン 33

マツシタ ベテラン 32

アオキ ベテラン 31

KSK ベテラン 30

沖島 ベテラン 28

福原 ベテラン 27

ヤマモト ベテラン 27

中田一生 ベテラン 25

ponchika ベテラン 25

のぐち ベテラン 25

ミナミ ベテラン 25

うおちゃん ベテラン 24

マツモトノ ベテラン 24

ハシモト ベテラン 21

オサム ベテラン 21

オカ ベテラン 20

ノサカ ベテラン 19

アイズ ベテラン 18

阪井　佑治郎 ベテラン 18

マコト ベテラン 17

北野真由美 ベテラン 16

ミナザキ ベテラン 16

大 ベテラン 16

その子 ベテラン 15

みどり ベテラン 15

エース ベテラン 14

村瀬（の） ベテラン 13

水野直人 ベテラン 13

モリイ ベテラン 13

まりぺん ベテラン 12

マキコ ベテラン 11

Ｈana ベテラン 11

村瀬よしみ ベテラン 9

ベテラン


