
種　　　目 優　　　勝 種　　　目 優　　　勝 種　　　目 優　　　勝 種　　　目 優　　　勝

たかはし　まさゆき いとう やすお 混合複３部-A わたなべ しゅうへい よこお ゆうた

高橋　正之 伊藤 康雄 渡辺 柊平 横尾 裕太

たかはし　あみ さとう みわこ いたがき ゆうな はしもと まい

高橋　亜美　 佐藤 美和子 板垣 優菜 橋本 真衣

（フリー） (ｆａｍｉｌｙ･日南Ａ) (自由飲酒党) (甘党)

ささき たく ろくたん まさかず 混合複３部-B のだ あきひろ てらぐち ゆうさく

佐々木 卓 六反 政和 野田 章弘 寺口 雄作

ささき なおこ かねこ まゆみ なかざわ あけみ きたの たえこ

佐々木 尚子 金子 真弓 仲澤 あけみ 北野 妙子

(長津田Ａ) (マケイヌ･モアーズ) (第三山下･第二山下) (ゼオン･Ｙ２)

あおやぎ だいすけ すずき ゆうだい 混合複３部-C はせがわ たけひろ うらた いさお

青柳 大輔 鈴木 雄大 長谷川 雄大 浦田 功

まつうら かな すずき あやこ えんどう ゆいな ちば ちえみ

松浦 可奈 鈴木 綾子 遠藤 結奈 千葉 千恵美

(ｒａｓｈ！) (高校生･ファンタジー) (自由飲酒党) (フリー)

ただ たかし かわさき けいた 混合複３部-D たなり ともや さの たかし

多田 崇史 川崎 慶太 田形 知也 佐野 貴志

ただ ひろこ よしだ ひとみ たなり まどか しのはら きよこ

多田 寛子 吉田 ひとみ 田形 まどか 篠原 清子

(チェルシー) (テルサＭＩＨＯⅡ･日南Ａ) (フリー) (ｒｍ＊･ｒｍスター)

みつはし つかさ おおた けんと たけもと しゅん みずの まさよし

三橋 司 大田 彗斗 竹元 俊 水野 正義

なかむら りょうこ きそ ななえ やまぐち さき いもと さちこ

中村 涼子 木曽 奈苗 山口 早稀 井本 幸子

(ｒａｓｈ！･長津田Ａ) (エスケープ) (フリー) (つづきっズ)

こくぶん たかひろ たけだ たかほ こやま さくや

国分 貴寛 武田 高穂 小山 朔矢

いっし ゆき うちだ なおみ いけだ りほ

一志 有記 内田 直美 池田 莉歩

(フリー) (一般) (ｒｍ＊･ｒｍスター)

かきもと あつし めぐろ じゅんじ すがわら とおる

柿元 篤史 目黒 淳二 菅原 啓

かわくぼ あい めぐろ さき もり れいこ

川久保 愛 目黒 沙季 森 玲子

(エスケープ) (Ｏ－ＭＡＸ) (霧が丘･ファンタジー)

こばやし いっぺい いとう あきら おの ゆうき

小林 一平 伊藤 顕良 小野 祐樹

おの さりな まつばら みき こやま みさ

小野 紗理奈 松原 美紀 小山 実紗

(ＩＧＯ) (フリー) (甘党)

まえだ むねなり

前田 宗成

かねだ ともみ

金田 友美

(美しが丘･緑ウィング)

さくらい はやと

桜井 勇人

やました まゆみ

山下 真由美

(ＡＲＢ)

たにぐち かずひろ

谷口 和裕

うちだ えいこ

内田 栄湖

(フリー)
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