
No. Player 1 Player 2

1 アサカミチヤ スズキクニヒロ

2 アサダ セイゴ スズキ トオル

3 アジキ ケンイチ ヤチ タロウ

4 アリハラ リュウタ ニシタニ ジョウジ

5 イグサ ユウイチロウ ノザキ ユウシ

6 イナバ  オサム クロダ  シュンペイ

7 イマサワ リュウタ ツキムラ タクヤ

8 イラブ マサツグ ソソギ ショウタ

9 エノクマ シュウイチ オオワクアキヒコ

10 エノマタシンゴ ファウルクスショウジエドワード

11 オオヤ ユウタ タカナシ アスカ

12 オノ ケイタ カスヤ ススム

13 カザマユウタ サトウユウタロウ

14 カツミ ショウ タツナミ ミツヒコ

15 カワムラ ケイタ オカダ ユウタ

16 カンバヤシ ミキオ イワサキ ナミ

17 キヤマ ユキヒコ フクイ カズキ

18 クマカワ マサノリ ノムラ トモアキ

19 クマダ カズキ ワキ ヒマリ

20 コウモト アツヤ モリグチ ミズホ

21 ゴトウ トモヤ イシワタ リョウタ

22 コンドウ タクヤ シマノウチ ユウキ

23 サカイ モトム アゼモト リュウセイ

24 ササキ ユウイチロウ ツカゴシ ケンスケ

25 サトウ イサオ ヨシザワ タカユキ

26 サルタ サトシ スズキ ショウタ

27 シマヅ カヅハ シマヅ コウキ

28 シライシ ユタカ サクライ キョウヘイ

29 スギムラ タクミ サイトウ ワカナ

30 スズキ タケヒロ オオサキ ヒロカズ

31 スズキ ヒロナリ ハタケマタ カズミ

32 スズキ ミクル サトウ カスミ

33 スナガワ タカキ イハ ミキヤ

34 センダ タイヨウ オオノ モトキ

35 ソノダ カナメ ウチダ カズヤ

36 タカダユウスケ イナガキアイ

37 タケウチ トシユキ デンダ ゴウタロウ

38 タケムラ ヤスノブ コイデ ヤスキ



39 タケモト ヨシノブ マツモト ヤスヨシ

40 タナカ ケイ ヤマモト マサミ

41 ツツミ ヒロユキ カトウ ショウタロウ

42 テラモト ナオキ アラガキ シュウヘイ

43 ドイ ヒロキ フルヤ シンノスケ

44 ナカガワ サトシ ヤマギシ ユウト

45 ナガノ キミヒコ コイズミ ケイ

46 ナカムラ アユミ キムラ ユマ

47 ナカムラ タロウ コンドウ シズカ

48 ナリタマサト マツフジショウタ

49 ニイクラ タク ナカザワ ショウ

50 ニキ  オサム イノウエ  シンタロウ

51 ニシダ タクヤ ヨシノ ヒロユキ

52 ヌカヤ ヒロト アズサワソウタ

53 ノゲ シュンペイ ババ ヨシヒサ

54 ヒカワ ケンヤ ヤマネ ユウタ

55 ヒラウチ カズユキ スガノ カズタカ

56 フジカワ タク フクチ ユウヤ

57 フジモト ショウタ イトウ ムツキ

58 ポール リム キャシー リョン

59 ホソヤ ケイタ ソガ シュンスケ

60 マスオカ タカシ ヒグチ ユウヤ

61 マツダ ナギサ ヤマグチ シュウヘイ

62 マツモト ハルノ タナカ リョウ

63 ミツトミ タカシ オガワ アツシ

64 ミナカミ レイジ サトウ ケイ

65 ムラマツ ハルキ ザハ ツネキ

66 モトキ リョウ ゴトウ ユウジ

67 ヤギ シュンペイ イガラシ サキ

68 ヤスダヒロキ ツムラ トモヤ

69 ヤマシタ ケンゴ ウメダ コウジ

70 ヤマダ タクマ イトウ カツユキ

71 ヤマダ ユウキ ニシテッペイ

72 ユウヒ モトキ ツナミ リョウジ

73 ヨクモト ショウゴ シバタ トヨカズ

74 ヨシダ ケント グシケン コウジ

75 ヨネダ ナオト イタイ マサトシ

76 ワキ ジュンペイ イシハラ アオ


