
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

かとう じゅんいち かとう だいき かしわらば みつあき にしざき まさし

加藤 淳一 加藤 大希 柏原 光彰 西崎 真史

もちづき まさひろ ほんごう けいしゅう おいかわ けいた すずき よな

望月 聖裕 北郷 慶秋 及川 敬太 鈴木 誉和

(入浴タイムズ) (ｒｕｓｈ！) (Ｔ．Ｐ．Ｍ) (ＩＨＩ横浜･ｍｉｔｓｕｚａｗａ．ＢＣ)

わかばやし なおき なかお ともゆき ひろせ りゅういち おおやま たかし

若林 直樹 中尾 知由 廣瀬 隆一 大山 貴志

いとう まこと いわだれ たかし つづき しゅんすけ ますだ ともゆき

伊藤 慎 岩垂 孝 都築 俊介 増田 朋之

(ひこうせん) (山下) (Ｔ．Ｐ．Ｍ) (長津田クラブ･湘南大山塾)

しまざき さちと さいとう みちなり みねしま ゆうや いとう とわ

島崎 祥登 斎藤 道也 峰島 佑弥 伊藤 斗和

とうま れお はせがわ たくみ いしい こうすけ ひらの ゆうき

藤馬 怜央 長谷川 拓未 石井 功輔 平野 裕紀

(十二天) (ｎｅｗ ｆｅｌｌｏｗｓ) (一般) (一般)

やと たかし あきもと けいすけ おおしま しゅん まつだ かずお

谷戸 隆司 秋元 恵介 大島 俊 松田 量夫

たなか ひさし 木どう よしたか かわの しょうじ おかだ けいすけ

田中 久志 木堂 純孝 河野 将治 岡田 佳祐

(日南) (一般) (鶴っとね･一般) (ｒｍ＊)

みねしま たかゆき ふなばし たかゆき さとう あつまさ やまざき としき

峰島 隆行 舟橋 貴之 佐藤 貴政 山崎 利樹

かわさき しずお もり ひでき たかはし としゆき あんざい かつのり

川崎 静雄 森 英樹 高橋 鋭行 安西 克憲

(一般･日南) (がちゃぴんクラブ) (鶴っとね･一般) (ＦＩＰバド部･一般)

こん いつみ さぬき ゆい ふかい ひさの うしき みき

今 愛 佐貫 唯 深井 久乃 牛木 美紀

むろい ひとみ おかもと あゆみ いがらし ひでみ まつうら あい

室井 瞳 岡本 歩 五十嵐 秀美 松浦 藍

(Ｔ．Ｐ．Ｍ) (ｒｕｓｈ！) (レインボー･一般) (パーシモン･一般)

くまざわ みなみ たかの しお こだか あい おばら みはる

熊澤 みなみ 高野 詩桜 小鷹 藍 小原 みはる

こいけ はるか かとう れみ みやはら あきこ まつばら みき

小池 遥 加藤 礼美 宮原 明子 松原 美紀

(一般) (Ｔ．Ｐ．Ｍ) (多摩バード) (ＴＢＣ)

こばやし りほ すずき あやこ いで みつこ みしま えみこ

小林 理穂 鈴木 綾子 井出 益子 三島 恵美子

もちづき ゆうき こんの ゆか くろかわ かおり もり れいこ

望月 佑起 今野 由香 黒川 かおり 森 玲子

(Ｙ．Ｂ．Ｃ) (ハイクリア) (一般) (ファンタジー)

すずき まどか いちかわ さおり とうはら あやこ たけうち かおるこ

鈴木 円佳 市川 沙織 当原 綾子 竹内 薫子

いとう さやか まつざわ じゅり かわじり やよい こさの ゆかり

伊藤 さやか 松澤 樹里 川尻 弥生 小佐野 由か里

(みんバド) (がちゃぴんクラブ) (竹山) (シャトルズ)

しなの みほ あきた なおこ おおや ともみ きど まさこ

信濃 美穂 秋田 尚子 大矢 智美 木戸 まさこ

なみき ももか あさがき もえ あんどう たかこ にいぼり ゆみ

並木 桃香 朝垣 萌 安藤 孝子 新堀 由美

(みんバド) (みんバド) (日南Ｂ) (一般)
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