
石川 会場

エントリーチーム一覧

№ チーム名 メンバー

1           
植田 啓太 植田 悠太 西口 正剛 舘 良輔

高橋 絢子 高橋 亜希子 吉田 恵里 堂田    

2      連合軍
佐藤 孝洋 岡 雄基 荒木 虎志 若林 将平

杉村 恵里 野村 美弥子 若林 美穂

3    
竹内 芳朗 石坂 宏之 宮坂 哲雄

喜多 加津代 宮本 典子 早川 香世子 雲井 加代子

4 松倉塾
松倉 純 辻野 斗馬 久 湊 峰也 平川 雄太

笹村 若菜 大久保 梓 勝田 晴香

5 チーム☆マイスター
森田 暁 吉田 尚 辻川 哲也

森田 由紀江 中屋 千里 辻川 千鶴子

6        
上島 佑太 中野 達也 樽部 政一

櫛田 麻美 大谷 淳子 上島 奈美

7     筋肉
横越 健志 川畑 大地 萬正 普司

常本 綾乃 四辻 奈津子 山田 杏奈

8      
小川 政宏 赤澤 悠 八木 健文 野辺 高嗣

野崎 佳加里 天谷 美奈子 山下 奈巳 小林 千代花

9       
濱田 充弘 梅木 陽一 今井 智昭

中田 小百合 佐 木 弘美 松原 幸子

10 中島建設
高野 博之 覚本 雅彦 小林 侑司

今田 幸江 岩脇 暢子 中島 明子

11 真田丸
中瀬 圭介 上野 弘達 中道 昭

高島 恭子 高木 優子 寺井 郁恵

12 しかミックス
池端 政弘 丹羽 進 山本 正人

村本 真祐美 山本 志穂里 山本 政子

13 KUウィッシュ
北 賢二 大西 元 小泉 公彦

星名   川崎 聖恵 谷 良子

14           
石川 勇樹 脇坂 忠史 串山 陽造

小林 朱子 北 祥子 山本 紘生

15 チーム☆とっこ
金平 孝夫 出倉 和茂 林 亮輔

田中 麻子 脇本 慈 松波 智子

16 とっこ軍団
八幡 忠晃 北川 雄一 利波 浩明 橋本 佑太

河原 万恵 橋場 幸代 大杉 由絵

17 アスタリスク
江成 清人 大西 保 権座 豊和 南 幸夫

上田 久美 馬場野 弘美 大西 由里江

18         
開発 丈 山口 大輔 田上 徹弥

前田 裕美子 南 和江 開発 美春
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 順位別トーナメント  

 位      
     

A 1space

B Team      
Team      

Team      10 6

C      連合軍
10 6

Team      

D 中島建設
10 3

   

E    
10 5 松倉塾

10 4

F 松倉塾

2位      
     

A      

B KU     
     

KU     10 5

C 真田丸
10 8

     

D        
10 5

       

E          
10 9           

10 4

F           

3位トーナメント
     

A        

B         
        

        10 2

C       
10 3

        

D       
10 2

      

E    軍団
10 3     筋肉

10 8

F     筋肉


