
5A部門予選 3A部門予選 1A部門予選
1 マツダ シュン 1 ササキ タカト 1 カゲヤマ ナオキ 1 ナカムラ ダイスケ
2 シラクラ サトシ 2 タカミ ユウキ 2 ハスイケ アルハ 2 ワタナベ ユイ
3 ウエマエ ナオキ 3 ヤエガシ クスリ 3 ソメヤ タクト 3 ナカムラ リクト
4 ヨシバ タツノリ 4 カトウ マサヤ 4 フジイ カイチ 4 ツチヤ トモカズ
5 キタムラ ミツヤ 5 フジサワ ユウキ 5 クラモト アユム 5 ナカムラ リョウ
6 アンドウ リン 6 ニシムラ コウヘイ 6 ナカムラ コナツ
7 ソエダ ユタカ 2A部門予選 7 ヨコタ ヒカル
8 クマガイ リョウ 1 サカウチ ハジメ 8 トヤマ トモキ

2 ハスミ ヒカル 9 イケダ ダイキ 1 セキ ダイスケ
4A部門予選 3 フクイ ホタカ 10 サガ ショウタ 2 カツマタ ユウマ

1 カツマタ タイヨウ 4 ハナイ ミク 11 ミヤザキ トオル 3 カゲツ タイシ
2 ハカマタ タクミ 5 キタムラ イツキ 12 カミナガ タカユキ 4 スズキ ダイスケ
3 コガ ヨシミ 6 ササオ シンタロウ 13 タカハシ ミキト 5 ムサシ カズマ
4 オオイシ リョウ 7 ハナイ タイスケ 14 リ キカイ 6 シラクラ サトシ
5 イソシマ トモヤ 8 カワハタ ツバサ 15 ノダ ケント 7 カミナガ タカユキ
6 タカダ ツバサ 9 ニシカワ トシヒロ 16 カゲツ タイシ 8 モトヤマ レンタ
7 シラクラ サトシ 10 ハナイ モトヤス 17 ミギマツ ユウガ 9 オダシマ ユウサク
8 スガマタ リョウタ 11 アライ ケン 18 ヤギ ユウヤ 10 テラダ アキノブ
9 キノシタ シュウジ 19 タカセ ソウ 11 ヨシバ タツノリ

20 アライ メグム
21 イジ マサハル B部門
22 マツダ シュン 1 ヤマカワ ダイスケ
23 イタニ ハヤト 2 イシガキ アユム
24 カワグチ ショウエイ 3 イワオカ リュウノスケ
25 アイザワ ダイチ 4 イケダ ユウヤ
26 ナカガワ マキオ 5 ヒグチ ヒデトシ
27 テルヤ シュウイチ 6 サカグチ リョウ
28 ツツミ アキラ 7 カトウ シンノスケ
29 ヨシワラ ダイキ 8 オダシマ ユウサク
30 テラダ マサヒロ 9 ヒシカワ テツオ
31 タナカ カイト 10 トダニ カズキ

最終更新:2023.2.24 32 ミウラ ハジメ 11 イシザカ シュンスケ
33 オオノ テッセイ 12 イケダ ユウキ

一般社団法人日本ヨーヨー連盟 主催 34 エンジョウジ アユム 13 フジモト アツキ
14 イワブチ コウキ
15 コツボ アキラ
16 シミズ ヤスオ
17 マツヤマ ナギ
18 ニッタ カズキ
19 ササキ ケンタ
20 ゴシマ リクシ
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