
YoYoFactory Presents Japan Technology Presents ヨーヨーストア リワインド Presents C3yoyodesign Presents Recess Presents

2A部門 4A部門 3A部門 1A部門 5A部門
1 - 1 ハカマタ タクミ 1 コマツ トオル 1 イワサワ リョウスケ 21 アラヤ シオン 1 ミヤカワ カズマ
2 ヤマナカ サトシ 2 マエダ ソウタ 2 ヒガシ タイイチロウ 2 ナカガワ マキオ 22 ヤマダ ヒナタ 2 カネコ セイヤ
3 サカウチ ハジメ 3 キノシタ シュウジ 3 ヤマグチ ユウト 3 タカハラ カズマ 23 オカムラ ダイジュ 3 サカイ ユウワ
4 キザミ ユウ 4 ヒノ テッペイ 4 タヒラ ソラ 4 トミイ ヒロミ 24 ニシサコ ユウキ 4 クリヤマ タカユキ
5 ナガセ タクミ 5 タカダ ツバサ 5 イトウ リョウスケ 5 トヤマ トモキ 25 ナンバ ツカサ 5 ミヤムラ ソウジュン
6 イチカワ ヒロキ 6 ハシモト コウヨウ 6 クルミサワ ユウキ 6 コマツ リョウタ 26 ニシムラ ユウゴ 6 ヤマグチ ユウト
7 フジワラ ヤマト 7 カメヤ テルオ 7 ナガイ ヨシアキ 7 オカダ カズキ 27 タナカ ダイキ 7 ツブラヤ マサヒロ
8 カワハラダ ケンタ 8 モトヤマ レンタ 8 モリオカ タカオ 8 トリタ ヨシタカ 28 オグラ アオイ 8 マツウラ タケシ
9 カトウ アキラ 9 ザンカ トモヒコ 9 キド シンヤ 29 タカサワ シュンスケ 9 イシハラ ヒロヤス

10 タカミ ユウキ 10 カガワ ヨウヘイ 上位4名が決勝進出 10 コバヤシ トウヤ 30 オキタ マサキ
11 タカマツ レオ 11 タカセ ユウキ 11 ニシムラ コウヘイ 31 マツダ シュン 上位3名が決勝進出
12 ヤマグチ ユウキ 12 コガ ヨシミ 12 ヨシダ マコト 32 モリイ カズキ
13 ヤマシタ リョウ 13 マスダ ショウタロウ 13 コマリ タロウ 33 ハラダ アユム OVER40フリースタイル

14 ヤスモト タクミ 14 ムラカミ タカヤス 34 カド タツナリ 1 ナカムラ ヤスタカ
上位5名が決勝進出 15 ババ リュウゾウ 15 ウシダ マサヤ 35 ナンバ アキラ 2 サカウチ カズユキ

16 タカセ ソウ 36 リュウ ツカサ 3 トリタ コウジ
上位4名が決勝進出 17 サカモト タクミ 37 アキバ ヒロタカ 4 アンドウ カズヒロ

18 シシド ユウト 38 アサハラ ツカサ 5 アライ ミノル
19 ノダ ケント 39 フジサカ タツヤ 6 カワムラ キヨシ
20 タカサワ コウスケ 40 クシロ ケンタ

WOMENフリースタイル
上位10名が決勝進出 1 サカイ メグミ

2 スズキ シャナ
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