
野崎 朗彦 KT-Fun 平岡 陽太郎 フリー

大野 勝久 KT-Fun 向田 雅之 フリー
藤本 佳昭 ＥＭＴＣ 島中 卓 MTSky

竹谷 佳生 ＥＭＴＣ 小島 壮太 MTSky
岩本 大樹 Parabola Club 末久 真弘 HITMEN M's

長尾 善之 Parabola Club 篁 康夫 HITMEN M's
板原 直人 灘五郎 永峰 正規 J-J-JACKS

横井 裕介 灘五郎 尾割 郁夫 J-J-JACKS
木嶋 諭 HITMEN M's 北本 太 チーム フォレスト

武野 團 HITMEN M's 落合 宏之 チーム フォレスト

田口 祐二 Rising☆Stars 丸岡 達也 フライデーナイト

松田 正広 Rising☆Stars 丸岡 健人 フライデーナイト

田口 寛史 TTC 猪熊 智樹 ダウンTHEらいん

笠原 次郎 TTC 中田 章貴 ダウンTHEらいん

巽 賢二 Amanz 川人 広典 トップギア

石神 誠人 Amanz 由布 洋輔 supreme
大矢 耕平 インジャーズ 清水 直人 Parabola Club

沢野 聖太 インジャーズ 木全 徳裕 Parabola Club
有賀 友亮 KTT 井上 亮 ストライクスマッシュ

中山 善仁 KTT 大野 慎介 ストライクスマッシュ

高岸 丈朗 クアドリフォリオ 本多 裕也 住友電工TC会

小門 秀樹 クアドリフォリオ 北村 雄二 住友電工TC会
妹尾 俊治 ワンスモア 弓削 壽志 フリー

片山 浩二 ワンスモア 中山 英二 フリー
織田 雄行 トップギア 行田 武史 KTT

黒田 誠 supreme 今川 究 KTT
中村 豪 TENNIS CLASH 辻 一敬 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

江端 将門 TENNIS CLASH 本田 良彦 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

大谷 順也 フライデーナイト 水原 康貴 クアドリフォリオ

塩田 泰之 フライデーナイト 西岡 真紘 クアドリフォリオ

小塩 拓正 KT-Fun 木原 太門 Nキューブ

茨木 隆秀 KT-Fun 藤田 要 Nキューブ
赤木 謙介 GOSH 井上 由幸 KT-Fun

小島 亮一 GOSH 西永 賢努 KT-Fun
東中村 光樹 チーム フォレスト 田中 吉政 ストライクスマッシュ

桑原 将平 チーム フォレスト 山田 幹也 ストライクスマッシュ

東 裕也 ＥＭＴＣ 山下 和也 KTT

塩見 昴浩 ＥＭＴＣ 金子 徹 KTT
岡 昌志 ＡＱＣ 酒井 啓之 Nキューブ

吉村 健 ＡＱＣ 中東 靖和 Nキューブ
岡田 剛 クアドリフォリオ 下川 裕己 チャチャキ会

坊迫 博志 クアドリフォリオ 佐々木 徹 チャチャキ会
稲澤 健太 フリー 吉川 篤志 OJMファミリー

奥野 友基 フリー 森本 凌史 OJMファミリー
岡 敬志 KTT 新谷 有宏 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ西宮

佐藤 裕介 KTT 三村 雅一 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ西宮

大鶴 堅 ちぃーむおれんじぃぃ 宮本 真治 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

早稲田 将人 ちぃーむおれんじぃぃ 小川 昌也 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

小野 晃司 Parabola Club 永井 友貴 マロングラッチェ

冨原 佑允 Parabola Club 中井 久雄 マロングラッチェ

伊東 毅 HITMEN M's 道喜 久純 ｳｲﾝｸﾞTC

福居 康介 HITMEN M's 山川 泰治 ｳｲﾝｸﾞTC
轡 隆広 ｳｲﾝｸﾞTC 野村 祐輔 チーム フォレスト

山口 剛 ｳｲﾝｸﾞTC 角田 士 チーム フォレスト

三宅 哲司 フリー 山西 克也 住友電工TC会

肥後 雄大 フリー 佐野 拓也 住友電工TC会
大黒 久範 マスクメロン 静間 則久 システムギア

内藤 浩二 マスクメロン 上岡 琢 システムギア
清村 託摩 ストライクスマッシュ 岩井 俊晴 BLUE CREW

濱田 崇仁 ストライクスマッシュ 桜本 英樹 BLUE CREW
中村 雄介 OJMファミリー 小林 祐介 フリー

保田 友司 OJMファミリー 松浦 徹 フリー
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