
2Ａ部門 5Ａ部門 3Ａ部門 1Ａ部門 4Ａ部門
1 ホソカワ シュウヘイ 1 クリヤマ タカユキ 1 イトウ リョウスケ 1 コバヤシ トウヤ 26 イシカワ ゲンスケ 1 ヤマダ トモヒロ
2 オカダ ユウゾウ 2 モリモト リョウタロウ 2 ナンバ タカユキ 2 ノダ ケント 27 アヅマ シンヤ 2 タカダ ツバサ
3 ナガセ タクミ 3 ウエマエ ナオキ 3 キムラ ケンタロウ 3 スギヤマ タケル 28 ヤタニ ユウヤ 3 カメヤ テルオ
4 ヤマナカ サトシ 4 フジタ ユウ 4 タヒラ ソラ 4 オギ リョウタ 29 スズキ ユイガ 4 ナガノ マモル
5 ヤマシタ ユウロウ 5 ミヤカワ カズマ 5 ホソノ キョウヘイ 5 ツカダ シンヤ 30 シシド ユウト 5 マエダ ソウタ
6 イマイ アラタ 6 タカハシ モトイ 6 ナガイ ヨシアキ 6 コマリ タロウ 31 コガ タケル 6 ヒノ テッペイ
7 コウノ ミチオ 7 ヨシバ タツノリ 7 モリオカ タカオ 7 イリフネ ヒロ 32 オカダ カズキ 7 オオニシ ツバサ
8 エノモト リョウ 8 イノウエ タクマ 8 ウエダ ハジメ 8 ムラタ カズヤ 33 キド シンヤ 8 ナイトウ タカシ
9 サイトウ シンジ 9 トリゴエ リョウタ 9 イシカワ ソラ 9 サイトウ リュウノスケ 34 カワムラ リョウスケ 9 ニシタニ ハルアキ

10 カネコ トモユキ 10 ツブラヤ マサヒロ 10 オサダ ヒロシ 10 アキバ ヒロタカ 35 キムラ ケンタロウ 10 トミナガ ユウイチ
11 ハラ リョウタ 11 ヤナギダ コハル 11 カモシタ アツシ 11 クラモト アユム 36 ハシモト コウヨウ 11 ハカマタ タクミ
12 オオヌマ トシアキ 12 カメヤ テルオ 12 ミウラ ハジメ 12 テラダ マサヒロ 37 フジサカ タツヤ 12 ナリタ ヒロキ
13 カトウ アキラ 13 コミヤ ダイゴ 13 フジサワ ユウキ 13 オグラ アオイ 38 カナベ ヨウヘイ 13 キノシタ シュウジ
14 ササキ ミツアキ 14 シゲマツ ユウキ 39 ムラタ ヤマト 14 マスダ ショウタロウ
15 ナカタ ケイゴ 上位3名が決勝進出 上位3名が決勝進出 15 カド タツナリ 40 サカモト タクミ 15 オオイシ リョウ
16 サカウチ ハジメ 16 アラヤ シオン 41 ミナミヤマ タケル 16 ワタベ ヒロキ
17 ヤマグチ ユウキ 17 タナカ ダイキ 42 ハラダ アユム 17 ウチダ ユウキ
18 キザミ ユウ 18 ハスミ イヅル 43 シマザキ ユウタ 18 モリタ トモフミ
19 ホンマ カイリ 19 スズキ イッセイ 44 フルタ ミナト 19 ヤスモト タクミ
20 タカミ ユウキ 20 ムラオカ ケント 45 オオクボ アマネ 20 ムラキ シンヤ
21 イシザカ シンノスケ 21 イシハラ ユウ 46 クドウ マサヤ 21 クルミサワ ユウキ
22 カネコ リュウヤ 22 ナカムラ リュウイチ 22 オオニシ ナオト
23 タカマツ レオ 23 マキタ クリストファー 上位8名が決勝進出 23 コン タダシ

24 クシロ ケンタ 24 ウエサキ シュンヤ
上位4名が決勝進出 25 ヨシナガ ケイスケ 25 スギムラ カズアキ

最終更新:2014.4.18 上位4名が決勝進出

2014 JAPAN NATIONAL YO-YO CONTEST 準決勝演技順 www.jyyf.org


	準決勝演技順

