
名前 カテゴリー 本数

うた U-12 27

ほのか U-12 25

なつみ U-12 24

せいた U-12 22

てっぺい U-12 21

なぎ U-12 21

たいち U-12 14

みねひろ U-12 13

歩志 U-12 11

せいな U-12 11

日下大和 U-12 10

真田ゆず U-12 10

め生 U-12 9

松本 U-12 9

U-12



名前 カテゴリー 本数

けいた ユース 42

すえひろ ユース 41

ひとし ユース 36

ヨシオカヒロ ユース 36

ヒスイ　翠 ユース 35

ふーた ユース 35

さな ユース 29

りゅう ユース 28

ひかり ユース 28

アスカ　明日香 ユース 26

てやんでい ユース 24

もえか ユース 17

無彼女ゆーさん ユース 1

ユース



名前 カテゴリー 本数

オイキン ジュニア 43

キモト ジュニア 40

ミズエ ジュニア 37

カンタ ジュニア 37

たかまさ ジュニア 37

小林T ジュニア 36

ショー ジュニア 32

かたやまん ジュニア 30

もも ジュニア 28

ヒロゴリ ジュニア 27

トオル　澄 ジュニア 25

ツネ ジュニア 23

まつもと ジュニア 21

クロダ ジュニア 18

ウキョー ジュニア 17

まつたん ジュニア 14

はまむら ジュニア 10

ジュニア



名前 カテゴリー 本数

グシケン ヤング 39

マツムラ ヤング 38

こーへい ヤング 37

たっつん ヤング 36

ガッキー ヤング 36

カワタツ ヤング 36

ギン ヤング 35

石 ヤング 35

ヤブリン ヤング 33

小倉 ヤング 32

ズミ ヤング 32

カヤノ ヤング 32

マサタカ ヤング 30

健 ヤング 30

メガネ ヤング 29

ニシムラ ヤング 28

かんき ヤング 28

ワタナベ ヤング 28

ユウスケ ヤング 27

エモケン ヤング 26

タイキ ヤング 25

タチナミ ヤング 25

あかにし ヤング 25

こうた ヤング 24

西久保 ヤング 23

藤井浩平 ヤング 23

えりりん ヤング 23

イッチー ヤング 23

福富 ヤング 22

めぐみ ヤング 22

成 ヤング 21

ミズカミ ヤング 21

ユアサ ヤング 20

おきく ヤング 19

やちゅ ヤング 17

たけだ ヤング 17

カタオカ ヤング 17

寿充 ヤング 16

326 ヤング 16

いとう（女） ヤング 16

景 ヤング 15

ヤング



キョウヘー ヤング 13

まい ヤング 12

しんぺー ヤング 12

K.O ヤング 12

イトウ（男） ヤング 12

瑛 ヤング 11

サチ ヤング 11

クレイシ ヤング 11

ミサキ ヤング 7

近藤 ヤング 5



名前 カテゴリー 本数

足立星斗 アダルト 41

トダ アダルト 37

かずき アダルト 36

いおりん アダルト 34

リョウスケ アダルト 33

朝兄 アダルト 31

たかしー アダルト 31

しん アダルト 31

マサヒデ アダルト 30

マツウ アダルト 28

ボー アダルト 27

おさき アダルト 27

Ｊ　　 アダルト 27

いけＤ アダルト 26

ナベ アダルト 25

山崎 アダルト 25

あきら アダルト 25

菅尾 アダルト 25

イホ アダルト 24

ばばさん アダルト 24

大谷 アダルト 23

さえっきー アダルト 23

ねち アダルト 23

ぼちぼち アダルト 22

オチアイ アダルト 22

アキモトミノル アダルト 22

やすい アダルト 22

小谷 アダルト 22

やまぐち アダルト 22

たつ アダルト 22

ナガイ アダルト 21

後藤晧二郎 アダルト 20

たけだ兄 アダルト 20

たの アダルト 20

早苗　隆平 アダルト 20

なな アダルト 19

かわづ アダルト 18

ゆーだい アダルト 18

もっちゃん アダルト 18

マジンガー（ボス）アダルト 18

宮治ちほ アダルト 17

アダルト



ハラ アダルト 17

マリコ アダルト 17

ヨウヘイ アダルト 17

のぐ アダルト 17

日下留美子 アダルト 17

To-see アダルト 17

コンドウ（昆布） アダルト 16

Mori アダルト 16

ヅメ アダルト 14

ナカ　トモノリ アダルト 14

takkun アダルト 14

べっちゃん アダルト 13

アスケ アダルト 12

手塚ゆき アダルト 11

テツヤ アダルト 11

J.T アダルト 10

アベ アダルト 10

ゆか アダルト 10

てるみ アダルト 10

オオヤ アダルト 9

ゆみ アダルト 9

ナオヤ２ アダルト 8

yuy @ アダルト 8

カジ アダルト 8

かやん アダルト 3



名前 カテゴリー 本数

タカシ ベテラン 38

ヤマネシンスケ ベテラン 30

アオキ ベテラン 29

KITA ベテラン 27

ヤマモト ベテラン 27

沖島 ベテラン 25

マツシタ ベテラン 25

アカキ ベテラン 25

福原 ベテラン 24

中田一生 ベテラン 23

ponchika ベテラン 23

マツモトノ ベテラン 23

竜 ベテラン 23

A　 ベテラン 22

オカ ベテラン 21

のぐち ベテラン 21

ノサカ ベテラン 20

北野真由美 ベテラン 19

ミヤザキ ベテラン 18

アイズ ベテラン 17

ハシモト ベテラン 17

エース ベテラン 16

まりぺん ベテラン 15

水野直人 ベテラン 14

スミカ ベテラン 12

ムラセノブ ベテラン 12

Ｈana ベテラン 11

サナダ ベテラン 11

モリイ ベテラン 10

キヅキ ベテラン 10

村瀬よしみ ベテラン 9

の ベテラン 9

オガ ベテラン 8

ベテラン


