
名前 カテゴリー 本数

うた U-12 27

せいた U-12 25

ほのか U-12 25

なつみ U-12 25

てっぺい U-12 20

なぎ U-12 19

たいち U-12 14

聖那 U-12 13

そうしろう U-12 12

ゆず U-12 11

歩志 U-12 11

日下大和 U-12 10

め生 U-12 10

しおり U-12 3



名前 カテゴリー 本数

けいた ユース 42

ヒスイ ユース 39

ふーた ユース 36

りゅう ユース 32

ひとし ユース 32

あすか ユース 31

そうた ユース 30

てやんでい ユース 29

クロちゃん ユース 28

さな ユース 27

ナナ ユース 19

せいな ユース 15



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 38

小林T ジュニア 36

ミズエ ジュニア 35

ヒロゴリ ジュニア 30

まつもとしほ ジュニア 24

イバ ジュニア 23

KOIZ ジュニア 15

まっつん ジュニア 15

ナリ ジュニア 14

T.K ジュニア 13

ミムラ ジュニア 9

キムラ ジュニア 9

ユーマ ジュニア 0

コーダイ（FOX)ジュニア 0



名前 カテゴリー 本数

ぐしけん ヤング 40

りく ヤング 40

こーへい ヤング 40

マツムラ ヤング 40

たっつん ヤング 37

カワタツ ヤング 35

ズミ ヤング 34

サッキー ヤング 32

カヤノ ヤング 32

もりい ヤング 30

誠 ヤング 29

しもづか ヤング 29

たいき ヤング 27

マサタカ ヤング 27

キド ヤング 23

みつる ヤング 22

あかにし ヤング 22

えりりん ヤング 21

福富 ヤング 20

カタオカ ヤング 20

みんみん ヤング 20

おきく ヤング 20

キハラ ヤング 18

ユアサ ヤング 18

ひかる ヤング 18

岩本 ヤング 17

クレバ ヤング 15

イサカ ヤング 14

は ヤング 14

岡 ヤング 13

〇 ヤング 13

まい ヤング 12

きなこ ヤング 12

サキ ヤング 12

アライ ヤング 12

タニム〜 ヤング 12

菜未 ヤング 11

ミサキ ヤング 9

オダワラ ヤング 9

KO ヤング 8

カタヤマ ヤング 5

なにわ ヤング 5



すみのえ ヤング 0

KOTA ヤング 0



名前 カテゴリー 本数

足立星斗 アダルト 39

とだ アダルト 38

かずき アダルト 36

いおりん アダルト 35

ボー アダルト 31

ねち アダルト 31

西村 アダルト 30

朝兄 アダルト 30

リョウスケ アダルト 29

しん アダルト 29

テヅカ アダルト 29

すがお アダルト 27

山﨑 アダルト 27

すと アダルト 26

J アダルト 26

さえっき アダルト 26

あや アダルト 25

オオタニ アダルト 25

池D アダルト 25

くり アダルト 25

あきら。 アダルト 25

ヒロキ アダルト 24

脇田K アダルト 23

ナベ アダルト 22

いっきー アダルト 19

日下るみこ アダルト 17

アベ アダルト 17

マジンガー アダルト 16

オチアイ アダルト 16

ぼちぼち アダルト 15

ちほ アダルト 15

マリコ アダルト 15

ニシザキ アダルト 15

ナガイ アダルト 15

こんぶ アダルト 15

くれたに アダルト 15

タノ アダルト 15

セイコ アダルト 14

トサツム アダルト 14

ようへい アダルト 14

ヤスイ＠ アダルト 14

ノグチ アダルト 14



みどり アダルト 12

ゆっこ アダルト 12

まゆみ アダルト 11

はしもとしょういちアダルト 11

ゆみ アダルト 10

ユキ アダルト 10

サトウ アダルト 10

たっくん アダルト 9

OJ アダルト 8

ROCK アダルト 8

ヤマシタユ アダルト 6

MGZ アダルト 0

べつみやひでおアダルト 0



名前 カテゴリー 本数

ナカイ ベテラン 40

ひろきち ベテラン 38

タカシ ベテラン 38

Kita ベテラン 31

マツシタ ベテラン 29

フクハラ ベテラン 28

アオキ ベテラン 28

ponchika ベテラン 26

マツモトノ ベテラン 23

テンマ ベテラン 23

オカ ベテラン 19

アイズ ベテラン 17

ノサカ ベテラン 17

ASA.M ベテラン 17

ナカタ ベテラン 17

キタノ ベテラン 16

武部 ベテラン 16

エース ベテラン 15

ミズノ ベテラン 14

ゆーこ ベテラン 14

サナダ ベテラン 13

ヤマネ ベテラン 13

まりぺん ベテラン 13

スミカ ベテラン 12

ムラセノブ ベテラン 11

キヅキ ベテラン 11

ムラセヨシミ ベテラン 8

ヒサヨ ベテラン 6

キタムラ ベテラン 2


