
4A部門 2A部門 5A部門 1A部門 3A部門
1 オオイシ リョウ 1 マツバラ ヨシヒロ 1 ツブラヤ マサヒロ 1 タナカ ダイキ 26 イワサワ リョウスケ 1 オサダ ヒロシ
2 スズキ シャナ 2 ヤマシタ ユウロウ 2 ヨシバ タツノリ 2 アキバ ヒロタカ 27 マチダ タツロウ 2 ヒガシ タイイチロウ
3 ハラダ アユム 3 ヤマシタ リョウ 3 モリモト リョウタロウ 3 ミヤザキ トオル 28 テラダ マサヒロ 3 マツダ ショウタロウ
4 コン タダシ 4 イシザカ シンノスケ 4 ミヤカワ カズマ 4 トクナガ ユウキ 29 ヤギ ユウヤ 4 ニシヤマ カズヤ
5 マエダ ソウタ 5 ハシバ トシヒト 5 トリゴエ リョウタ 5 カシワヤ ユウタ 30 トリタ ヨシタカ 5 タチバナ ヤスキ
6 ハシモト コウヨウ 6 ヤマグチ ユウキ 6 ニシオ ショウヘイ 6 タカハシ ツクバ 31 キド シンヤ 6 モリオカ タカオ
7 ヤスモト タクミ 7 カトウ アキラ 7 クリヤマ タカユキ 7 エノモト リク 32 ムラタ ヤマト 7 カモシタ アツシ
8 クルミサワ ユウキ 8 エバタ キワム 8 カネコ セイヤ 8 スズキ イッセイ 33 アキタ ケイゴ 8 ヤマグチ ユウト
9 タカダ ツバサ 9 タカミ ユウキ 9 サカイ ユウワ 9 コバヤシ トウヤ 34 ハラダ アユム 9 ナンバ タカユキ

10 ババ リュウゾウ 10 タカマツ レオ 10 ツカダ シンヤ 35 サガ ショウタ 10 ウエダ ハジメ
11 タカセ ユウキ 11 ヤマナカ サトシ 上位3名が決勝進出 11 ニシサコ ユウキ 36 コガ タケル
12 オオニシ ナオト 12 オオヌマ トシアキ 12 フジサカ タツヤ 37 ハシモト コウヨウ 上位3名が決勝進出
13 ヤマダ アツシ 13 ホソカワ シュウヘイ 13 ヨシダ マコト 38 オカダ カズキ
14 モトヤマ レンタ 14 タニグチ ジュン 14 スズキ ユイガ 39 サトウ ノリアキ
15 ザンカ トモヒコ 15 イマイ アラタ 15 ハスミ イヅル 40 ムラタ カズヤ
16 ウエサキ シュンヤ 16 サカウチ ハジメ 16 トミイ ダイチ 41 タニモト アツノリ
17 ウチダ ユウキ 17 カワカミ シュンスケ 17 ミウラ カイト 42 ウシダ マサヤ
18 カメヤ テルオ 18 ウエタ コウイチロウ 18 ムラオカ ケント 43 セキヤ レイキ
19 クボタ ショウタ 19 カネコ リュウヤ 19 ヤタニ ユウヤ 44 トリタ レイア
20 ハシモト ケイ 20 ヤマダ シンヤ 20 ナンバ ツカサ 45 カトウ イクミ
21 コガ ヨシミ 21 ナガセ タクミ 21 アサハラ ツカサ 46 ナカムラ リュウイチ
22 キノシタ シュウジ 22 フジワラ ヤマト 22 ムラカミ タカヤス 47 ナカモト ユウタ
23 ヒノ テッペイ 23 イシハマ タカヒロ 23 イリフネ ヒロ

24 アイダ ユウジ 24 コマリ タロウ 上位9名が決勝進出
上位5名が決勝進出 25 イトウ リョウガ

上位5名が決勝進出 最終更新:2015.4.15
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