
1A-決勝 2A-決勝 3A-決勝 4A-決勝 5A-決勝
1 アキバ ヒロタカ 1 イマイ アラタ 1 イトウ リョウスケ 1 イワクラ レイ 1 アベ ヨシヒロ
2 アラヤ シオン 2 エバタ キワム 2 クリタ トモヤ 2 オオニシ ツバサ 2 イシダ ヒデオ
3 ハスミ イヅル 3 カナイ シュウヘイ 3 ヒガシ タイイチロウ 3 カガワ ヨウヘイ 3 イシハラ ヒロヤス
4 ハラダ アユム 4 フジイ ヒラク 4 フジサワ ユウキ 4 ハカマタ タクミ 4 サカイ ユウワ
5 リュウ ツカサ 5 ヤマモト タクマ 5 フルタ ミナト 5 ハシモト コウヨウ 5 タケウチ ナオヤ

6 ヤマグチ ユウト 6 モリモト リョウタロウ

1A-準決勝 2A-準決勝 3A-準決勝 4A-準決勝 5A-準決勝
1 アサハラ ツカサ 1 アイダ ユウジ 1 カメヤ テルオ 1 アンドウ シュンスケ 1 イシカワ ソラ
2 イシカワ ヒロキ 2 イシザカ シンノスケ 2 クルミサワ ユウキ 2 ウチダ ユウキ 2 ウエマエ ナオキ
3 イトウ リョウスケ 3 イシハマ タカヒロ 3 タキモト ミズキ 3 オオイシ リョウ 3 オトツジ セイヤ
4 イマイ アラタ 4 カトウ アキラ 4 ナンバ タカユキ 4 キド ケイタ 4 カメヤ テルオ
5 オオタ カイキ 5 カネコ トモユキ 5 マツダ ショウタロウ 5 キノシタ シュウジ 5 ヤマグチ ユウト
6 カシワヤ ユウタ 6 キザミ ユウ 6 モリオカ タカオ 6 コガ ヨシミ 6 ヨシバ タツノリ
7 カツマタ ヒロキ 7 サイトウ ジン 7 ヤブウチ ハヤト 7 ザンカ トモヒコ
8 カド タツナリ 8 サカウチ ハジメ 8 タカセ ユウキ 5A-ワイルドカード
9 キヤタケ タクミ 9 タカマツ レオ 9 ババ リュウゾウ 1 イノウエ タクマ

10 クガイ ユウイチロウ 10 タカミ ユウキ 10 ヒノ テッペイ
11 クシロ ケンタ 11 ナガセ タクミ 11 ムラキ シンヤ
12 クドウ ユウヤ 12 ニイツマ アキオ 12 ヤスモト タクミ
13 クラモト アユム 13 フジワラ ヤマト
14 コデショ サトシ 14 ヤマナカ サトシ 4A-ワイルドカード
15 コバヤシ トウヤ 1 クリハラ カズシ
16 サカモト タクミ 2A-ワイルドカード 2 サイトウ ジン
17 サカモト ユウキ 1 イイダ マサキ
18 タナカ ダイキ 2 ヤマグチ ユウキ
19 タヤマ コトヤ
20 テラダ マサヒロ こちらは、演技順ではありません。
21 トクナガ ユウキ 1A-ワイルドカード 演技順、通過人数は、後日発表致します。
22 トリタ レイア 1 イイダ マサキ
23 ナカジョウ リオト 2 イワサキ タクミ 参加予定の選手は、ご自身の名前が、
24 ナカムラ リュウイチ 3 カトウ ヨク 正しいラウンドに記載されているか必ず確認してください。
25 ナンバ アキラ 4 キザワ ケイスケ 万が一、異なる場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
26 ナンバ ツカサ 5 キリタニ シュンタロウ
27 ニシオカ ダイスケ 6 コマツ リョウタ (2017.6.2 公開)
28 ニシサコ ユウキ 7 サカモト ヤスヒロ
29 ニシムラ コウヘイ 8 シシド ユウト
30 ノグチ ハルト 9 シラサキ タクミ
31 ノダ ケント 10 スズキ ユイガ
32 フジサカ タツヤ 11 セト コウヘイ
33 マエダ ケンシ 12 タカセ ソウ
34 マツダ シュン 13 タダ ジュンイチ
35 ミウラ ギンジ 14 トヨダ シンジ
36 ムラキ シンヤ 15 フジタ ユウ
37 モリイ カズキ 16 ヤマシタ ヤマト
38 ヨシダ マコト 17 ヨコタ ヒカル
39 ワタナベ ユウマ 18 リズキー アリーファノ
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