
LINK エントリーリスト 1st ROUND 
2019/7/7   ZIP ROCK

no, class name no, class name no, class name
1 ファンクラス ひかりん 38 ミドルクラス 宮原 聖 82 エキスパートクラス 平野佳祐

2 ファンクラス 西田 茜 39 ミドルクラス 林野 亘希 83 エキスパートクラス 大石龍太郎

3 ファンクラス 松尾僚大 40 ミドルクラス 平野光子 84 エキスパートクラス 田原 啓介

4 ファンクラス 福元伽奈 41 ミドルクラス 清水 美帆 85 エキスパートクラス 辻田 裕郁

5 ファンクラス 鴛海 佑季 42 ミドルクラス 村上大輔 86 エキスパートクラス 松本　優朋

6 ファンクラス 坂本美樹 43 ミドルクラス 吉村心愛 87 エキスパートクラス 堀野公平

7 ファンクラス 竹本 光 44 ミドルクラス 西岡 峻希 88 エキスパートクラス 泉 秀明

8 ファンクラス 大久保嫁子 45 ミドルクラス 岩下 恭之 89 エキスパートクラス 松本　優朋

9 ファンクラス 安部 祐汰 46 ミドルクラス 平田明 90 エキスパートクラス 西川 角人

10 ファンクラス 長沼重人 47 ミドルクラス りょうや 91 エキスパートクラス 新高萌香

11 ファンクラス 楠田 淳史 48 ミドルクラス 大友　誠 92 エキスパートクラス 秦祐太朗

12 ファンクラス 久我心結 49 ミドルクラス 窪田 森 93 エキスパートクラス アーロン

13 ファンクラス 周ライラ花倫 50 ミドルクラス 兼城　伸太朗 94 オープンクラス 松永弦士

14 ファンクラス 三重野翔太 51 ミドルクラス 津川喜貴 95 オープンクラス 尾形和俊

15 ファンクラス 引地 進太朗 52 ミドルクラス 松本 直哉 96 オープンクラス 中武凌雅

16 マスタークラス 藤倉慎也 53 ミドルクラス 清水 大介 97 オープンクラス 中上巧

17 マスタークラス 平野浩一 54 ミドルクラス 濵砂想叶 98 オープンクラス 中園龍成

18 マスタークラス りょーじ 55 ミドルクラス 宮本大樹 99 オープンクラス 平井寛太

19 マスタークラス 外尾 洸士郎 56 ミドルクラス 岡元　健亮 100 オープンクラス 鶴本 直生

20 マスタークラス 田中　祥基 57 ミドルクラス 中園成翔 101 オープンクラス 藤井辰也

21 マスタークラス 甲斐田 空 58 ミドルクラス 山下 薫 102 オープンクラス 大曲 弘剛

22 マスタークラス 柴戸 珠希 59 ミドルクラス けいこ 103 オープンクラス 中村直矢

23 マスタークラス 大河内 康晃 60 ミドルクラス 臼井健一郎 104 オープンクラス 池田 侑生

24 マスタークラス 藤　孝之 61 ミドルクラス 前田 博明 105 オープンクラス 雪丸周平

25 マスタークラス 平方 佑輝 62 ミドルクラス 小澤隼矢 106 オープンクラス 石松 峻

26 マスタークラス 大塚 悠大 63 ミドルクラス 上田 悠太 107 オープンクラス たなかかなた

27 マスタークラス はな 64 ミドルクラス 原田朝美

28 マスタークラス 三浦の正行 65 ミドルクラス 坂本孝一郎

29 マスタークラス 末金一航 66 ミドルクラス 岡元　康亮

30 マスタークラス 高口 洋平 67 ミドルクラス 大久保優一

31 マスタークラス 山本 真也 68 ミドルクラス 池田 陵真

32 マスタークラス 島倉 大 69 ミドルクラス 清水卓哉

33 マスタークラス 鈴木 誠 70 ミドルクラス 植村直輝

34 マスタークラス 古賀 啓文 71 ミドルクラス 浜野駿

35 マスタークラス 佐藤 大介 72 ミドルクラス クガシンタロウ

36 マスタークラス 高尾将大 73 ミドルクラス 野中優樹

37 マスタークラス 田端陽平 74 ミドルクラス 横枕明

75 ミドルクラス 竹川楓果

76 ミドルクラス 津髙時人

77 ミドルクラス 佐藤 佑哉

78 ミドルクラス 梶　絢香

79 ミドルクラス 三重野裕太

80 ミドルクラス 浦松佑衣

81 ミドルクラス 富田将
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