
吉川 寛人 PEASE 山本 大樹 クアドリフォリオ

井上 真美 PEASE 本田 あゆみ クアドリフォリオ

末久 真弘 HITMEN M's 鄭 池田 紘介 ウィングTC 池田

末久 理恵 HITMEN M's 浦 深水 真亜子 ウィングTC 深水

鄭 龍進 フライデーナイト 鄭 62 中口 隆 トップギア 静間 62
浦 理英 フライデーナイト 浦 松岡 千春 トップギア 安田

山口 大助 KTT 62 鄭 静間 規久 システムギア 62 和中

阪倉 礼子 KTT 浦 安田 ゆり子 システムギア 和中

松村 伸樹 ウィングTC 松村 61 和中 武志 GOSH 和中 63
竹安 真央 ウィングTC 竹安 和中 みずほ GOSH 和中

巽 賢二 Amanz 63 佐藤 東 裕也 EMTC 75 山本

西 淳子 Nキューブ 今堀 吉田 彩 EMTC 本田

中井 翔太 クアドリフォリオ 中井 61 樋口 雄幸 甲子園ＴＣ 山本 62
川口 由貴 クアドリフォリオ 川口 永栄 順子 甲子園ＴＣ 本田

笹谷 卓也 トップギア 63 佐藤 山本 大樹 クアドリフォリオ 63 山本

笹谷 尚子 トップギア 今堀 本田 あゆみ クアドリフォリオ 本田

上原 具隆 BLUE CREW 佐藤 75 猪熊 智樹 フリー 布村 64
安部 智代 BLUE CREW 今堀 猪熊 麻衣 フリー 中野

佐藤 克浩 Nキューブ 76（６） 吉川 布村 裕志 Nキューブ 60 山本

今堀 紗良 ノア西宮 井上 中野 尚代 Nキューブ 本田

増田 幹弥 テニスヒル仁川 宇治 63 芝田 良成 Frame Shot 芝田 61
山岡 玲 テニスヒル仁川 小林 阪田 千尋 Frame Shot 阪田

宇治 弘 Free Style 61 村上 西 達也 Nキューブ 62 土屋

小林 温子 LaSH 村上 黌農 佳永子 Nキューブ 中田

金子 徹 KTT 新宮 63 土屋 幸雄 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 土屋 60
金子 環 KTT 中島 中田 美也子 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 中田

新宮 亮佑 KUMEG 62 村上 横井 裕介 灘五郎 61 土屋

中島 沙織 KUMEG 村上 岡本 里香 灘五郎 中田

村上 幸弘 GOSH 60 吉川 島野 哲 ネオローン 61 中山

村上 仁美 GOSH 井上 岡嶋 しのぶ ネオローン 中山

山之内晃 Rising☆Stars 吉川 64 山下 和也 KTT 稲葉　 64
山之内友美 Rising☆Stars 井上 山口 由美 KTT 稲葉　

吉川 寛人 PEASE 63 吉川 稲葉　 稔 AQC 62 中山

井上 真美 PEASE 井上 稲葉　 和美 AQC 中山

自露中茂嘉 システムギア 自露中 61 織田 雅行 トップギア 織田 62
西田 弘美 システムギア 西田 織田 教子 トップギア 織田

戸川 一成 Frame Shot 63 田中 南 隆樹 テニスヒル仁川 75 中山

藍原 暁子 Frame Shot 田中 岡田 美佳 テニスヒル仁川 中山

田中 照久 Nキューブ 60 中山 雄次 Rising☆Stars 62
田中 真紀子 Nキューブ 中山 美樹 Rising☆Stars
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