
背番号 登録番号 級 選 手 氏 名 パートナー 名 広域連盟 所属 W T F Q 合計点 総合順位

  34 01001823 A 本多　龍士 戎野　紗与 東　部 ＳＤ 第１位 第２位 第１位 第２位 6 1
 173 01002184 A 若代　愼 辰巳　友莉亜 東　部 ＭＷ 第３位 第３位 第３位 第１位 10 2
  69 01002096 A 小林　恒路 赤沼　美帆 東　部 ＶＶＤ 第２位 第１位 第２位 第６位 11 3

1



会　場

日　付 ムーアカップダンス選手権  【プロ】スタンダード

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名 パートナー 名 広域連盟 所属 W T F Q

   1 01002130 C 舩杉　力央 石井　大空 東　部 無所属 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

   2 01002248 B 田原　真彦 馬渕　舞 東　部 ＥｘＤ 第３予選 第３予選 第３予選 第３予選

   3 01002131 C ジョン　ユンホ 渡辺　奈緒美 東　部 ＳＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

   4 01001677 A 新井　透 新井　一恵 東　部 Ｎ・ＤＳ 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

   5 01001540 C 加藤　秀仁 佐藤　律子 東　部 ＤＭ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

   6 01002178 B 横尾　篤嗣 横尾　美由紀 東　部 ＭＢＫ 第３予選 第３予選 第３予選 第３予選

   7 01000768 C 松山　浩一 関野　洋子 東　部 ＧＣ 第１予選 第１予選 第２予選 第１予選

   8 01002285 A 廣島　悠仁 石渡　ありさ 東　部 ＶＶＤ 準決勝 準々決勝 準決勝 第３位

   9 01001391 B 長島　大志 中尾　友美 東　部 ＰｈＤ 第３予選 第３予選 第３予選 第３予選

  10 01001959 C 池上　亮平 大山　保恵 東　部 ＤＪ 欠場 欠場 欠場 欠場

  11 01002025 A 室伏　宏明 青沼　彩 東　部 ＭＷ 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝

  12 01001445 C 横尾　悟 木下　和子 東　部 無所属 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  13 01002272 B 原田　浩史 滝田　智子 東　部 ＳＤ 第３予選 第３予選 第３予選 第３予選

  14 01002076 B 田那村　隆之 森　楓 東　部 ＮＣＤ 第３予選 第３予選 第３予選 最終予選

  15 01002083 B 三浦　拓也 三浦　弥生 東　部 Ｎ・ＤＳ 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

  16 01001497 C 今導　雅彦 公城　沙由浬 東　部 ＤＳ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  17 01002206 A 貫名　強 柴原　まりこ 東　部 ＳＤ 準々決勝 最終予選 準々決勝 準々決勝

  18 01002338 B 楠木　義久 奥田　優衣 東　部 ＧＣ 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

  19 01001838 C 澤　直樹 松下　奈央 東　部 ＭＢＫ 第１予選 第２予選 第２予選 第１予選

  20 03000358 A 半田　英太郎 半田　恵理 中　部 中部 第２予選 第２予選 第１予選 第２予選

  21 01002154 B 村田　翔里 村田　愛 東　部 ＳＤ 最終予選 第３予選 最終予選 第３予選

  22 01001770 C 茅野　博行 茅野　仁美 東　部 ＮＣＤ 第２予選 第３予選 第３予選 第２予選

  23 01002032 B 金子　時生 曾賀　まゆ 東　部 ＤＭ 第３予選 第３予選 第３予選 第３予選

  24 01001981 A 松崎　裕太郎 富岡　真子 東　部 ＰｈＤ 最終予選 最終予選 最終予選 準々決勝

  25 01002153 C 髙田　光輝 佐藤　美香 東　部 無所属 第３予選 第２予選 第２予選 第２予選

  26 01001859 B 吉田　妥聞 宮山　由美子 東　部 ＥｘＤ 欠場 欠場 欠場 欠場

  27 01000980 C 中島　修 松浦　照海 東　部 ＤＪ 第１予選 第２予選 第１予選 第１予選

  28 01001504 B 大谷　源太郎 大谷　志津 東　部 ＭＷ 欠場 欠場 欠場 欠場

  29 01000822 C 上村　宏之 堀内　由紀 東　部 ＨＳＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  30 01001923 A 田中　雅人 田中　くるみ 東　部 ＴＷＤ 準決勝 第４位 準決勝 準決勝

  31 01001309 C 外川　統 外川　由美 東　部 ＰｈＤ 欠場 欠場 欠場 欠場

  32 01002111 B 町田　大地 町田　ひかり 東　部 ＭＢＫ 第２予選 第３予選 第３予選 最終予選

  33 01001323 C 志村　公規 辻　芳美 東　部 ＭＷ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  34 01001823 A 本多　龍士 戎野　紗与 東　部 ＳＤ 第１位 第２位 第１位 第２位

  35 01002031 C 青栁　昭仁 青栁　優美 東　部 ＥｘＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  36 01001546 B 坂本　吏 服部　愛 東　部 ＭＷ 第２予選 第２予選 第３予選 第２予選

  37 01002081 A 菅谷　和貴 尾崎　育代 東　部 ＮＣＤ 準決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝

  38 01001735 C 大森　一樹 大森　教子 東　部 ＥｘＤ 第１予選 第１予選 第２予選 第１予選

  39 01002343 B 景山　雄紀 宮原　恵那 東　部 ＰｈＤ 準決勝 準決勝 準々決勝 第４位

  40 01002264 C 蒲生　将史 比嘉　那美 東　部 ＭＷ 第２予選 第３予選 第３予選 第３予選

  41 01001820 B 友井田　将来 小野田　のぞみ 東　部 ＶＶＤ 第３予選 第３予選 第３予選 第３予選

  42 01001896 C 吉敷　寛人 棚木　陽子 東　部 Ｎ・ＤＳ 第２予選 第２予選 第１予選 第１予選

  43 01001995 A 鈴木　貴雄 中本　直美 東　部 ＭＷ 準々決勝 最終予選 準々決勝 最終予選

  44 01001633 B 森下　法延 望月　菜穂子 東　部 ＳＤ 第３予選 第３予選 第２予選 第３予選

  45 01000962 C 御手洗　浩文 御手洗　早苗 東　部 ＧＣ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  46 01000762 B 関根　誠 飯塚　智子 東　部 ＭＷ 第２予選 第２予選 第１予選 第２予選
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  47 02000170 A 奥田　浩平 志津　有紀 北海道 北海道 第２予選 第３予選 第２予選 第３予選

  48 01002312 B 岡田　拓磨 工藤　桃子 東　部 ＥｘＤ 第３予選 第３予選 第１予選 第３予選

  49 01002303 C Timothy　WendlandKaori　Wendland東　部 無所属 第２予選 第２予選 第３予選 第２予選

  50 01001370 A 菅井　学 尚和　由里子 東　部 ＶＶＤ 準々決勝 最終予選 最終予選 準々決勝

  51 01001736 C 山口　賢二 山口　由紀子 東　部 ＴＷＤ 第１予選 第１予選 第２予選 第１予選

  52 01002045 B 久保　英史 松島　由季 東　部 ＧＣ 第２予選 第３予選 第３予選 第２予選

  53 01001458 C 三藤　真之 大曽根　佳世 東　部 ＥｘＤ 第２予選 第２予選 第１予選 第１予選

  54 01001484 B 池田　裕介 日向　みとり 東　部 ＩＢＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  55 01002281 C 木戸　亮太 小柳　加寿美 東　部 ＶＶＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第３予選

  56 01001862 A 白神　淳 石口　瑞恵 東　部 ＳＤ 最終予選 最終予選 第３予選 最終予選

  57 01002144 B 小松　拓哉 小松　七菜 東　部 Ｎ・ＤＳ 準決勝 準々決勝 第３予選 準決勝

  58 01001863 C 髙橋　元彦 五明　幸子 東　部 ＳＤ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  59 01002080 B 羽川　翔一 長谷川　宏美 東　部 ＭＢＫ 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

  60 01001329 A 田村　晃男 若尾　律 東　部 ＧＣ 準々決勝 準々決勝 最終予選 最終予選

  61 01002118 B 鈴木　教弘 望月　亜衣 東　部 ＭＷ 第３予選 第３予選 第３予選 最終予選

  62 01002221 C 石木　健太 中井　千嘉 東　部 ＤＭ 第３予選 第３予選 第３予選 第２予選

  63 01001656 A 松本　正人 横山　かおり 東　部 ＭＢＫ 準決勝 準決勝 準決勝 準々決勝

  64 01001747 C 常谷　茂樹 太田　郁子 東　部 ＤＪ 欠場 欠場 欠場 欠場

  65 01001734 B 川崎　美嗣 千村　彩花 東　部 ＰｈＤ 最終予選 第３予選 第３予選 第３予選

  66 01002039 C 小倉　寛之 小倉　朋美 東　部 ＥｘＤ 欠場 欠場 欠場 欠場

  67 01001565 B 坂本　英範 小黒　奈々 東　部 ＳＤ 最終予選 第２予選 第３予選 第２予選

  68 01001745 C 松岡　数馬 狭間　和歌子 東　部 ＩＢＤ 第２予選 第１予選 第２予選 第２予選

  69 01002096 A 小林　恒路 赤沼　美帆 東　部 ＶＶＤ 第２位 第１位 第２位 第６位

  70 01002324 C 松井　滉貴 佐藤　愛子 東　部 ＳＤ 第３予選 第２予選 第３予選 第３予選

  71 01002268 B 新井　洸樹 三木　すみれ 東　部 ＤＭ 第３予選 第３予選 第３予選 最終予選

  72 01002348 D 金本　龍源 甑岳　奈美 東　部 ＤＭ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  73 01002137 A 福田　健一郎 深井　千浩 東　部 ＰｈＤ 準決勝 第８位 準決勝 準々決勝

  74 01002134 B 島岡　由尭 小櫻　綾子 東　部 無所属 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

  75 01000828 C 佐藤　聡 佐藤　淳子 東　部 ＭＷ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  76 03000524 A 二宮　政弥 寺西　祐希 中　部 中部 第３予選 第２予選 第２予選 第２予選

  77 01002290 C 山口　宏隆 葛岡　エミ 東　部 無所属 欠場 欠場 欠場 欠場

  78 01001556 B 荻原　茂樹 江本　奈都子 東　部 ＶＶＤ 第３予選 第３予選 第３予選 第３予選

  79 01002333 C 古川　利幸 栗原　桃子 東　部 Ｎ・ＤＳ 第２予選 最終予選 第３予選 第２予選

  80 01002033 B 三宅　貴大 薬師寺　可南子東　部 ＭＷ 第３予選 第３予選 第２予選 第３予選

  81 01001809 C 塩野　訓之 吉川　亜衣梨 東　部 無所属 第１予選 第２予選 第１予選 第２予選

  82 01002240 B 田中　大輔 太田　郁奈 東　部 ＧＣ 最終予選 最終予選 準々決勝 最終予選

  83 01001860 A 三森　秀明 酒井　良美 東　部 ＶＶＤ 準決勝 準々決勝 準決勝 準々決勝

  84 01001589 C 松崎　健治 林　めぐみ 東　部 ＤＪ 第２予選 第２予選 第２予選 第１予選

  85 01001388 B 近藤　誉仁 及川　珠里 東　部 ＥｘＤ 欠場 欠場 欠場 欠場

  86 01001206 C 高岡　輝 髙峯　真実 東　部 ＧＣ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  87 01002036 B 十文字　勝 梶山　賀代 東　部 ＭＢＫ 第３予選 第３予選 第２予選 第２予選

  88 01002334 A 寒河江　貴大 熊木　美和 東　部 ＳＤ 準決勝 第７位 準々決勝 最終予選

  89 01001442 B 川木　剛 正木　千恵 東　部 ＰｈＤ 第３予選 第３予選 第３予選 第２予選

  90 01001015 C 屋宜　正直 屋宜　玲子 東　部 ＭＢＫ 第１予選 第２予選 第１予選 第１予選

  91 01002108 B 山上　健太 佐竹　かおる 東　部 ＭＷ 最終予選 第３予選 最終予選 最終予選

  92 01001581 A 小原　正大 小原　香織 東　部 Ｎ・ＤＳ 最終予選 最終予選 準々決勝 準々決勝

  93 01002089 C 濵本　裕介 中井　麻紀子 東　部 ＳＤ 第２予選 第１予選 第１予選 第１予選

  94 01001203 B 坊迫　有紀 倉橋　さら 東　部 ＧＣ 第３予選 第３予選 最終予選 最終予選

  95 01001922 C 香取　圭輔 香取　典子 東　部 ＭＢＫ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選
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  96 01001962 B 元島　康治 岩岬　美佳 東　部 ＰｈＤ 第３予選 第３予選 第３予選 最終予選

  97 01001283 C 香川　恵一 馬場　あゆみ 東　部 ＭＷ 第１予選 第２予選 第１予選 第１予選

  98 01002095 A 新井　優斗 森　由希 東　部 ＴＷＤ 準決勝 準々決勝 準決勝 準々決勝

  99 01001762 C 奥野　正嗣 大桃　ゆきの 東　部 Ｎ・ＤＳ 第２予選 第３予選 第２予選 第２予選

 100 01001519 B 小川　芳信 小川　沙織 東　部 ＶＶＤ 第２予選 第２予選 第３予選 第３予選

 101 01001350 C 二川　知之 松田　さつき 東　部 ＰｈＤ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

 102 01001602 A 井﨑　健太 伊藤　沙織 東　部 ＳＤ 準決勝 第６位 第６位 第７位

 103 01001590 C Jimmy　Shakir 姶良　智子 東　部 ＮＣＤ 第２予選 第２予選 第１予選 第２予選

 104 01002063 B 加賀　雄大 加賀　康子 東　部 ＥｘＤ 最終予選 第３予選 最終予選 第３予選

 105 02000206 A 大西　亘 池田　ちかる 北海道 北海道 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝

 106 01001409 C 山本　泰史 村松　里佐子 東　部 ＧＣ 欠場 欠場 欠場 欠場

 107 01001865 B 藤原　雄介 藤原　麻鈴 東　部 ＰｈＤ 第３予選 第３予選 第２予選 第３予選

 108 01002186 C 荒木　宏尚 荒木　頼子 東　部 ＥｘＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

 109 01001947 B 林　健太郎 小林　響子 東　部 ＳＤ 第３予選 第３予選 第３予選 第３予選

 110 01001814 C 髙橋　佑介 蠣﨑　マリア 東　部 ＴＷＤ 第３予選 第３予選 第３予選 第３予選

 111 01001412 A 畑中　敦行 西尾　明日香 東　部 ＧＣ 準々決勝 準々決勝 最終予選 準々決勝

 112 01000664 C 斉藤　隆 渡邉　三由希 東　部 ＭＷ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

 113 01001889 B 下平　文孝 生方　美沙 東　部 ＥｘＤ 第３予選 最終予選 第３予選 最終予選

 114 01000976 C 長澤　恒人 長澤　環 東　部 ＩＢＤ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

 115 01002113 B 原　吉明 白鳥　明日香 東　部 ＭＷ 第３予選 最終予選 第３予選 最終予選

 116 01001317 C 朝比奈　竜弘 朝比奈　絵美 東　部 無所属 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

 117 01001518 A 喜嶋　信晶 福原　久絵 東　部 ＭＷ 最終予選 準決勝 準々決勝 最終予選

 118 01001858 C 佐々木　清隆 佐々木　和恵 東　部 ＶＶＤ 第２予選 第２予選 第１予選 第２予選

 119 03000522 B 石橋　龍馬 遠山　あやか 中　部 中部 第３予選 第２予選 第３予選 第２予選

 120 01001706 C 星　友幸 星　佑喜子 東　部 Ｎ・ＤＳ 欠場 欠場 欠場 欠場

 121 01001648 B 大塚　昌英 大塚　夏絵 東　部 ＭＢＫ 第３予選 第２予選 第３予選 第３予選

 122 01001817 C 久我　靖 田中　裕子 東　部 無所属 第３予選 第３予選 最終予選 第３予選

 123 01002064 C 遠藤　倫明 遠藤　京子 東　部 ＥｘＤ 第２予選 第１予選 第１予選 第１予選

 124 01002166 B 丸山　貴史 遠山　理紗 東　部 ＳＤ 第２予選 第３予選 第３予選 第２予選

 125 01001400 C 樋川　武志 佐藤　佳子 東　部 ＳＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

 126 01002156 B 大内　彰太 初瀬川　千夏 東　部 ＥｘＤ 最終予選 最終予選 最終予選 準々決勝

 127 01001611 C 関　厚志 藤田　洋美 東　部 ＭＷ 第３予選 第３予選 第３予選 第３予選

 128 01001989 A 末安　祐一郎 木村　友華 東　部 ＤＭ 第６位 準々決勝 準決勝 準決勝

 129 01002273 C 北之坊　太郎 藤原　佳穂里 東　部 ＳＤ 第３予選 第３予選 第２予選 第２予選

 130 01002100 B 石田　剛 石田　貴子 東　部 ＤＪ 最終予選 第３予選 最終予選 最終予選

 131 01000718 C 横山　昌道 横山　光代 東　部 ＮＣＤ 第１予選 第２予選 第１予選 第１予選

 132 01001314 B 伊東　秀紀 伊東　浩子 東　部 ＧＣ 第３予選 第３予選 第３予選 第３予選

 133 01001262 C 伊藤　弘和 伊藤　靖子 東　部 ＴＷＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

 134 01002155 A 佐藤　純平 亀山　聡美 東　部 ＰｈＤ 第４位 準決勝 第４位 準決勝

 135 01001316 B 土屋　太祐 渡邊　純世 東　部 ＨＳＤ 第３予選 第２予選 第３予選 第２予選

 136 01001743 C 井上　ヒロキ ＭＡＨＯ 東　部 無所属 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

 137 01002176 A 金野　哲也 井之口　香織 東　部 Ｎ・ＤＳ 準々決勝 準決勝 準決勝 準々決勝

 138 01002231 D 田中　直樹 香山　奈音 東　部 無所属 第１予選 第１予選 第１予選 第２予選

 139 01002162 B 長井　英生 内田　晶子 東　部 ＳＤ 最終予選 準々決勝 最終予選 第３予選

 140 01001811 C 森　雅寿 井上　友花 東　部 ＥｘＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

 141 01002277 B 波田　悠介 栗田　優香 東　部 ＰｈＤ 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

 142 01001047 C 岩間　忠 小野崎　宏子 東　部 ＭＢＫ 第２予選 第２予選 第２予選 第１予選

 143 01001744 A 杉野　貴史 ＩＲＥＰ 東　部 ＭＷ 第５位 第５位 第５位 第５位

 144 01001420 C 髙妻　貴弘 髙妻　恵実 東　部 ＧＣ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選
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 145 01002213 B 浅井　陽平 山城　美紗 東　部 ＳＤ 欠場 欠場 欠場 欠場

 146 01001676 C 横山　雄一 青木　涼子 東　部 無所属 第３予選 第２予選 第２予選 第２予選

 147 01001386 B 丸山　英幸 丸山　宏江 東　部 ＭＷ 最終予選 第３予選 最終予選 第３予選

 148 01001591 C 大西　隆志 田之上　恵子 東　部 無所属 第２予選 第１予選 第３予選 第２予選

 149 01001929 A 岡田　直人 若槻　絵里子 東　部 ＰｈＤ 第３予選 準々決勝 準々決勝 準々決勝

 150 01001652 C 村上　友樹 尾﨑　沙織 東　部 ＧＣ 第２予選 第３予選 第２予選 第３予選

 151 01002266 B 森田　飛鷹 山本　美希 東　部 Ｎ・ＤＳ 第３予選 最終予選 第３予選 最終予選

 152 01002212 C 片山　征弥 吉原　楓 東　部 ＤＭ 第２予選 第３予選 第３予選 第２予選

 153 02000169 A 佐藤　圭助 佐藤　玲奈 北海道 北海道 最終予選 第２予選 最終予選 最終予選

 154 01002188 C 小島　大地 桜乃　麻実 東　部 ＮＣＤ 第２予選 第３予選 第２予選 第３予選

 155 01002029 B 後藤　啓太 後藤　深雪 東　部 ＤＭ 第３予選 第３予選 最終予選 第３予選

 156 01002271 C 小林　政貴 福田　有希 東　部 ＭＷ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

 157 01002306 B 石川　世翼 阿部　紗恵子 東　部 ＰｈＤ 第３予選 最終予選 最終予選 最終予選

 158 01001868 C 渡邉　暁 渡邉　杏樹 東　部 ＥｘＤ 第２予選 第２予選 第３予選 第２予選

 159 01002136 A 富井　悠太 吉野　奈緒 東　部 ＳＤ 準々決勝 準決勝 最終予選 準決勝

 160 01001665 C 田口　浩 中島　龍子 東　部 ＤＭ 第２予選 第２予選 第１予選 第１予選

 161 01002265 B 大谷　亮弥 井上　奈美 東　部 ＶＶＤ 最終予選 最終予選 第３予選 第３予選

 162 01001693 C 北岸　賢明 長内　智子 東　部 ＰｈＤ 第３予選 第２予選 最終予選 第１予選

 163 01001406 B 熊谷　憲幸 曽我　朋美 東　部 ＭＢＫ 第３予選 第２予選 第３予選 第２予選

 164 01001824 A 田松　周一郎 花盛　香織 東　部 ＶＶＤ 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝

 165 01001489 B 柴田　岳志 橘川　和歌子 東　部 ＭＷ 欠場 欠場 欠場 欠場

 166 01000860 C 青山　安雄 青山　かおり 東　部 ＩＢＤ 欠場 欠場 欠場 欠場

 167 01002107 B 小野澤　玲太 宇佐見　裕子 東　部 ＥｘＤ 第３予選 第３予選 第３予選 第３予選

 168 03000330 A 山本　章絡 池田　有妃 中　部 中部 最終予選 第３予選 最終予選 最終予選

 169 01001915 C 菊池　瑛哲 白石　和美 東　部 ＴＷＤ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

 170 01001208 B 関　真利 関　美砂 東　部 ＭＷ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

 171 01001551 C 荻原　伸浩 浜崎　綾子 東　部 ＭＢＫ 第２予選 第１予選 第１予選 第１予選

 172 01001898 B 石田　公輔 杉山　美樹 東　部 Ｎ・ＤＳ 欠場 欠場 欠場 欠場

 173 01002184 A 若代　愼 辰巳　友莉亜 東　部 ＭＷ 第３位 第３位 第３位 第１位

 174 01000884 C 長谷川　太一 釜田　愛 東　部 ＥｘＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

 175 01002027 B 成田　学 牛澤　友美 東　部 ＳＤ 最終予選 最終予選 準々決勝 最終予選

 176 01002101 C 新沼　一成 新沼　亜梨沙 東　部 ＶＶＤ 第３予選 第２予選 第３予選 第３予選

 177 01001689 A 三木　真 鈴木　善子 東　部 ＴＷＤ 準々決勝 準決勝 最終予選 準々決勝

 178 01002125 C 蜷川　勝俊 新妻　由紀 東　部 無所属 第１予選 第３予選 第２予選 第２予選

 179 01002320 B 石川　悌央 白井　菜央 東　部 ＥｘＤ 第３予選 第３予選 第３予選 第３予選
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