
順位 Ｓ級 ＳＦ級 Ｗ級 Ａ級 Ｂ級 Ｃ級 Ｄ級 Ｎ級

1 山口昭博 佐藤哲也 西川亜紀子 中野義幸 奥野洋司 豊田晃稔 小林由希夫 上田平智之

2 木場貴士 ジョン・ピルウ 中本美香 仙頭譲司 堀口　誠 中島健輔 島鼻純志 坪本明彦

3 槙本素昭 平尾　功 吉原修子 富田雄介 山元翔二 羽岡成豊 田川修平 尼ヶ塚健太

4 東　良幸 吉田健一 大辻真理子 藤本勝也 今田　崇 坂口丈治 角田裕史 西川雅人

5 田渕大晴 宮川善光 仲　泰明 松下真規 福岡大輔 清水　一 福田良治

6 神田裕介 太田悠貴 篠原聖弥 小倉幸紀 磯島　寛 瀧脇広基 川下祥礼

7 宮崎博之 山崎圭史 伊吹孝男 晴　昭悟 山内好史 前田晃利 小松詩音

8 竹澤慧悟 舘山康将 田中竜雄 寺内　颯 細川和寛 山内大士 鍛治辰也

9 伊吹泰明 細尾佳孝 関口　武 里　龍瑠 川端紀希 柳澤・拓 長瀬裕太郎

10 岡本多弘 田中一圭 魚谷博光 森田創之 新谷高一 井出章議 石川　泰
11 安岡　吟 廣田章祥 龍田健輔 藤井　一 蔭山昴紀
12 小畑昴平 上川智裕 魚谷正高 黒田翔吾 寺西真哉
13 藤田雅也 大田拓也 波多野順一 迫田　学 近藤創史
14 野田寛人 高岸元弘 田村　凌 金田淳一 佐々木　彰

15 井上誠二 川増尾俊郎 丹羽力哉 桃原　旭
16 山本晟音 上田裕太 清水孝章 大本秀郎
17 金田拓也 百井　尚 仲俣大介
18 神田政希 板倉　訓 佐野順一
19 猪野裕二 石崎　満 渡辺大修
20 魚谷幸司 槇山優希

順位 Ｓ級 ＳＦ級 Ｗ級 Ａ級 Ｂ級 Ｃ級 D級 Ｎ級

1 山口昭博 佐藤哲也 西川亜紀子 中澤淳二 田中竜雄 猪野祐二 南部裕樹 廣田章祥

2 中野義幸 ジョン・ピルウ 中本美香 仁尾和紀 金田拓也 松居勇太郎 石崎　満 矢野大輔

3 中島寛太 安岡　吟 吉原　修子 魚谷正高 堀口　誠 伊吹孝男 西川　敦 近田　廉

4 仙頭譲司 山崎圭史 増尾俊郎 松下真規 柳瀬恭也 橋本正彦 清水　一

5 槙本素昭 野田寛人 上田平智之 山元翔二 森本智之 清水孝章 波多野順一

6 東　良幸 桑田郁也 今田　崇 寺内　颯 黒崎貴宏 大森　真 島鼻純志

7 神田裕介 吉田健一 伊吹泰明 佐野順一 中村賢三 高島信一 百井　尚

8 小柳嵐士 井上誠二 安本大輝 篠原聖弥 尾崎　成斗 田川修平 田島　光

9 魚谷博光 寺岡秀幸 森田創之 藤本勝也 坂口丈治 日野　明 角田裕史

10 松本和寛 平尾　功 上川智宏 小倉幸紀 田村　凌 田中祥貴 三原和也
11 藤田雅也 足立晃助 羽岡成豊 川村知弘 槇山優希
12 細尾佳孝 吉田昌文 上田裕太 池田圭太 桃原　旭
13 舘山康将 奥野洋司 大田拓也 寺西真也 板倉　訓
14 山本晟音 黒田翔吾 西川雅人 岡本謙一 前田晃利
15 太田悠貴 森本隆順 仲　泰明 仲俣大介 大瀬銀二
16 宮川善光 塩谷謙二 龍田健輔 尼ヶ塚健太 坪本明彦
17 近藤一彦 豊田輝稔 神田政希 藤井　一 川下祥礼
18 田中一圭 小林由希夫 魚谷幸司 冨士井幸夫 石川　泰
19 小畑昴平 大本秀郎 瀧脇広基 磯島　寛 関口　武
20 山根央樹 細川和寛 田渕大晴 大谷昌央
21 岡本侑也
22 丹羽力哉
23 山内好史
24 山内大士
25 鍛治辰也
26 荻巣俊彦
27 小松詩音
28 蔭山昴紀
29 谷口純平
30 長瀬裕太郎
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