2018 JAPAN NATIONAL YO-YO CONTEST 1日目演技順
1A部門 準決勝

2A部門 準決勝

(10:30スタート)

(12:20スタート)

3A部門 準決勝

(13:00スタート)

4A部門 準決勝

(14:20スタート)

www.jyyf.org
5A部門 準決勝

(15:10スタート)

1 カシワヤ ユウタ

21 ナンバ アキラ

1 カナイ シュウヘイ

1 カメヤ テルオ

1 コガ ヨシミ

1 ウエマエ ナオキ

2 ノダ ケント

22 タナカ ダイキ

2 サイトウ ジン

2 モリオカ タカオ

2 マスダ ショウタロウ

2 イシハラ ヒロヤス

3 クガイ ユウイチロウ

23 ウシダ マサヤ

3 イシハマ タカヒロ

3 ヤブウチ ハヤト

3 ババ リュウゾウ

3 ヤマグチ ユウト

4 カツマタ ヒロキ

24 カド タツナリ

4 カトウ アキラ

4 クルミサワ ユウキ

4 アンドウ シュンスケ

4 カメヤ テルオ

5 キド シンヤ

25 ハラダ アユム

5 イシザカ シンノスケ

5 フジサワ ユウキ

5 キノシタ シュウジ

5 ワイルドカード1位

6 ヤマシタ ヤマト

26 テラダ マサヒロ

6 ナガセ タクミ

6 マツダ ショウタロウ

6 キド ケイタ

演技時間：90秒

7 タカセ ソウ

27 オカベ シオン

7 サカウチ ハジメ

演技時間：90秒

7 タケウチ アツシ

上位3名が決勝進出

8 セト コウヘイ

28 スズキ ユイガ

8 フジワラ ヤマト

上位3名が決勝進出

8 ザンカ トモヒコ

9 タヤマ コトヤ

29 カスガ アユム

9 キザミ ユウ

9 オオイシ リョウ

10 フジタ ユウ

30 クシロ ケンタ

演技時間：90秒

10 クリハラ カズシ

11 イシハラ ヒロヤス

31 コバヤシ トウヤ

上位4名が決勝進出

11 ハシモト コウヨウ

12 ニシオカ ダイスケ

32 クラモト アユム

12 ナカムラ カオル

13 トヨダ シンジ

33 ワイルドカード7位

14 シシド ユウト

34 ワイルドカード6位

OVER40フリースタイル

15 カメヤ テルオ

35 ワイルドカード5位

16 オオタ カイキ

36 ワイルドカード4位

(16:10スタート)

1 マツダ トモミ

1 サカイ メグミ

16 カツマタ タイヨウ

1 Yuan Jia Jun

17 フジサワ ユウキ

37 ワイルドカード3位

2 ナカムラ ヤスタカ

2 トリタ レイア

17 ワイルドカード1位

2 Jason Kao

18 ニシムラ コウヘイ

38 ワイルドカード2位

3 イソシマ トモヤ

演技時間：90秒

3 Liu Bo Jie

19 ミヤザキ トオル

39 ワイルドカード1位

4 アンドウ カズヒロ

上位6名が決勝進出

4 Simpson Wong

20 ワタナベ ユウマ

演技時間：90秒
上位10名が決勝進出

最終更新:2018.5.11

WOMENフリースタイル
(16:30スタート)

演技時間：2分

13 ムラキ シンヤ
14 タカセ ソウ
15 サイトウ ジン

国際オープンFS 決勝
(16:50スタート)

5 トリタ コウジ

5 Zhao Yuan Liu

演技時間：2分

6 Terence Wong
演技時間：3分

