
３３３３名名名名ビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルト ５７５７５７５７ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級岩永 竜弥岩永 竜弥岩永 竜弥岩永 竜弥いわながいわながいわながいわなが・・・・たつやたつやたつやたつや １’３０”フリーフリーフリーフリー 三角絞め後藤 誠後藤 誠後藤 誠後藤 誠ごとうごとうごとうごとう・・・・まことまことまことまこと ０－９ＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ三重三重三重三重木佐木 昭木佐木 昭木佐木 昭木佐木 昭きさききさききさききさき・・・・あきらあきらあきらあきらＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ ３３３３名名名名ビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルト ６３６３６３６３ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級木下 裕也木下 裕也木下 裕也木下 裕也きのしたきのしたきのしたきのした・・・・ゆうやゆうやゆうやゆうや ３’３７”ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾗｯﾌﾗｯﾌﾗｯﾌﾗｯﾌﾟ゚゚゚ﾘﾝｸﾘﾝｸﾘﾝｸﾘﾝｸﾞ゙゙゙ｼｭｰﾄﾎｼｭｰﾄﾎｼｭｰﾄﾎｼｭｰﾄﾎﾞ゙゙゙ｸｻｰｽｸｻｰｽｸｻｰｽｸｻｰｽﾞ゙゙゙ 三角絞め森田 光指森田 光指森田 光指森田 光指 ０’４１”もりたもりたもりたもりた・・・・ひさしひさしひさしひさし 腕十字快生堂快生堂快生堂快生堂かるちゃかるちゃかるちゃかるちゃーーーー倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部松井 正行松井 正行松井 正行松井 正行まついまついまついまつい・・・・まさゆきまさゆきまさゆきまさゆき名古屋名古屋名古屋名古屋ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｼﾗｼﾗｼﾗｼﾞ゙゙゙ﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝ柔術柔術柔術柔術ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙ ３３３３名名名名ビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルト ６９６９６９６９ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級辻川 浩継辻川 浩継辻川 浩継辻川 浩継つじかわつじかわつじかわつじかわ・・・・ひろつぐひろつぐひろつぐひろつぐ ４’２２”ＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ 三角絞め佐佐佐佐々々々々木 政明木 政明木 政明木 政明ささきささきささきささき・・・・まさあきまさあきまさあきまさあき ０－１４チームチームチームチーム・・・・タイガーホールタイガーホールタイガーホールタイガーホール竹下 尚宏竹下 尚宏竹下 尚宏竹下 尚宏たけしたたけしたたけしたたけした・・・・なおひろなおひろなおひろなおひろＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ



４４４４名名名名ビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルト ７５７５７５７５ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級梅屋 豊梅屋 豊梅屋 豊梅屋 豊うめやうめやうめやうめや・・・・ゆたかゆたかゆたかゆたか ２’５０”ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾗｯﾌﾗｯﾌﾗｯﾌﾗｯﾌﾟ゚゚゚ﾘﾝｸﾘﾝｸﾘﾝｸﾘﾝｸﾞ゙゙゙ｼｭｰﾄﾎｼｭｰﾄﾎｼｭｰﾄﾎｼｭｰﾄﾎﾞ゙゙゙ｸｻｰｽｸｻｰｽｸｻｰｽｸｻｰｽﾞ゙゙゙ アームロック左子 公一左子 公一左子 公一左子 公一さこさこさこさこ・・・・ひろかずひろかずひろかずひろかず ４’４４”総斗會三村道場総斗會三村道場総斗會三村道場総斗會三村道場 アームロック花井 直哉花井 直哉花井 直哉花井 直哉はないはないはないはない・・・・なおやなおやなおやなおや ４’４５”名古屋名古屋名古屋名古屋ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｼﾗｼﾗｼﾗｼﾞ゙゙゙ﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝ柔術柔術柔術柔術ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙ 三角絞め川添 優博川添 優博川添 優博川添 優博かわぞえかわぞえかわぞえかわぞえ・・・・まさひろまさひろまさひろまさひろＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ ２２２２名名名名ビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルト ８７８７８７８７ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級杉山 健杉山 健杉山 健杉山 健すぎやますぎやますぎやますぎやま・・・・たけしたけしたけしたけしパラエストラパラエストラパラエストラパラエストラ岐阜岐阜岐阜岐阜 １８－０合田 大介合田 大介合田 大介合田 大介ごうだごうだごうだごうだ・・・・だいすけだいすけだいすけだいすけＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ ５５５５名名名名ビギナー マスタービギナー マスタービギナー マスタービギナー マスター ５７５７５７５７ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級中野 昌士中野 昌士中野 昌士中野 昌士なかのなかのなかのなかの・・・・まさしまさしまさしまさし高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技ＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ Ｙ ２－４生田 竜也生田 竜也生田 竜也生田 竜也いくたいくたいくたいくた・・・・たつやたつやたつやたつや ２－５ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾗｯﾌﾗｯﾌﾗｯﾌﾗｯﾌﾟ゚゚゚ﾘﾝｸﾘﾝｸﾘﾝｸﾘﾝｸﾞ゙゙゙ｼｭｰﾄﾎｼｭｰﾄﾎｼｭｰﾄﾎｼｭｰﾄﾎﾞ゙゙゙ｸｻｰｽｸｻｰｽｸｻｰｽｸｻｰｽﾞ゙゙゙稲垣 康文稲垣 康文稲垣 康文稲垣 康文いながきいながきいながきいながき・・・・やすふみやすふみやすふみやすふみ ０－６ＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ内山 渉内山 渉内山 渉内山 渉うちやまうちやまうちやまうちやま・・・・わたるわたるわたるわたる快生堂快生堂快生堂快生堂かるちゃかるちゃかるちゃかるちゃーーーー倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部 ０－１８折戸 積秀折戸 積秀折戸 積秀折戸 積秀おりとおりとおりとおりと・・・・つみひでつみひでつみひでつみひで名古屋名古屋名古屋名古屋ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｼﾗｼﾗｼﾗｼﾞ゙゙゙ﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝ柔術柔術柔術柔術ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙



２２２２名名名名ビギナー マスタービギナー マスタービギナー マスタービギナー マスター ６３６３６３６３ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級水元 滝夫水元 滝夫水元 滝夫水元 滝夫みずもとみずもとみずもとみずもと・・・・たきおたきおたきおたきお快生堂快生堂快生堂快生堂かるちゃかるちゃかるちゃかるちゃーーーー倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部 ２－０吉田 務吉田 務吉田 務吉田 務よしだよしだよしだよしだ・・・・つとむつとむつとむつとむチームチームチームチーム・・・・タイガーホールタイガーホールタイガーホールタイガーホール ２２２２名名名名ビギナー シニアビギナー シニアビギナー シニアビギナー シニア ６９６９６９６９ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級田中 克俊田中 克俊田中 克俊田中 克俊たなかたなかたなかたなか・・・・かつとしかつとしかつとしかつとしチームチームチームチーム・・・・タイガーホールタイガーホールタイガーホールタイガーホール川崎誠司川崎誠司川崎誠司川崎誠司かわさきせいじかわさきせいじかわさきせいじかわさきせいじＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ ３３３３名名名名七村 直人七村 直人七村 直人七村 直人ななむらななむらななむらななむら・・・・なおとなおとなおとなおと四王塾四王塾四王塾四王塾 ２－６木下 俊木下 俊木下 俊木下 俊 ０－０きのしたきのしたきのしたきのした・・・・しゅんしゅんしゅんしゅん ＡＤ１－１チームバルボーザジャパンチームバルボーザジャパンチームバルボーザジャパンチームバルボーザジャパン レフェリー判定前之園 哲人前之園 哲人前之園 哲人前之園 哲人まえのそのまえのそのまえのそのまえのその・・・・てつひとてつひとてつひとてつひとＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ ２２２２名名名名橋本 健司橋本 健司橋本 健司橋本 健司はしもとはしもとはしもとはしもと・・・・けんじけんじけんじけんじＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ ２－０武田 雪馬武田 雪馬武田 雪馬武田 雪馬たけだたけだたけだたけだ・・・・せつませつませつませつまＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ



６６６６名名名名山田 将大山田 将大山田 将大山田 将大やまだやまだやまだやまだ・・・・まさひろまさひろまさひろまさひろパラエストラパラエストラパラエストラパラエストラ岐阜岐阜岐阜岐阜 ０－３新垣 勇樹新垣 勇樹新垣 勇樹新垣 勇樹あらかきあらかきあらかきあらかき・・・・ゆうきゆうきゆうきゆうき ０’２２”ＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ フロントチョーク廣瀬公浩廣瀬公浩廣瀬公浩廣瀬公浩ひろせひろせひろせひろせ・・・・きみひろきみひろきみひろきみひろＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ ２－８伊藤 貴紀伊藤 貴紀伊藤 貴紀伊藤 貴紀いとういとういとういとう・・・・たかのりたかのりたかのりたかのりＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ三重三重三重三重 ８－０平木 耕一郎平木 耕一郎平木 耕一郎平木 耕一郎ひらきひらきひらきひらき・・・・こういちろうこういちろうこういちろうこういちろう １６－０名古屋名古屋名古屋名古屋ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｼﾗｼﾗｼﾗｼﾞ゙゙゙ﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝ柔術柔術柔術柔術ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙松原 裕樹松原 裕樹松原 裕樹松原 裕樹まつばらまつばらまつばらまつばら・・・・ひろきひろきひろきひろき総斗會三村道場総斗會三村道場総斗會三村道場総斗會三村道場 ２２２２名名名名永田 達也永田 達也永田 達也永田 達也ながたながたながたながた・・・・たつやたつやたつやたつや ２’４５”四王塾四王塾四王塾四王塾 腕十字吉田 一弘吉田 一弘吉田 一弘吉田 一弘よしだよしだよしだよしだ・・・・かずひろかずひろかずひろかずひろＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ三重三重三重三重 ３３３３名名名名栗山 直樹栗山 直樹栗山 直樹栗山 直樹くりやまくりやまくりやまくりやま・・・・なおきなおきなおきなおきＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ ２－０野村 有蔵野村 有蔵野村 有蔵野村 有蔵 ２－２のむらのむらのむらのむら・・・・ゆうぞうゆうぞうゆうぞうゆうぞう ＡＤ２－１ＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ三重三重三重三重森口 弘基森口 弘基森口 弘基森口 弘基もりぐちもりぐちもりぐちもりぐち・・・・ひろきひろきひろきひろき風吹柔術風吹柔術風吹柔術風吹柔術



４４４４名名名名村川 昌明村川 昌明村川 昌明村川 昌明むらかわむらかわむらかわむらかわ・・・・まさあきまさあきまさあきまさあき ０－０高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技ＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ Ｙ ＡＤ１－０加藤 秀隆加藤 秀隆加藤 秀隆加藤 秀隆かとうかとうかとうかとう・・・・ひでたかひでたかひでたかひでたかエスファイブエスファイブエスファイブエスファイブ ０－２山内 秀明山内 秀明山内 秀明山内 秀明やまうちやまうちやまうちやまうち・・・・ひであきひであきひであきひであきＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ ２－１６三三三三ツツツツ口 忠口 忠口 忠口 忠みつぐちみつぐちみつぐちみつぐち・・・・ただしただしただしただしＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ ２２２２名名名名松本 博之松本 博之松本 博之松本 博之まつもとまつもとまつもとまつもと・・・・ひろゆきひろゆきひろゆきひろゆき ０－０名古屋名古屋名古屋名古屋ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｼﾗｼﾗｼﾗｼﾞ゙゙゙ﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝ柔術柔術柔術柔術ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙ ＡＤ１－０和田 肇和田 肇和田 肇和田 肇わだわだわだわだ・・・・はじめはじめはじめはじめＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ三重三重三重三重 ２２２２名名名名小林 克典小林 克典小林 克典小林 克典こばやしこばやしこばやしこばやし・・・・かつのりかつのりかつのりかつのり ０’４７”高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技ＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ Ｙ フロントチョーク堀堀堀堀内内内内 満満満満宏宏宏宏ほほほほりうちりうちりうちりうち・・・・みつひろみつひろみつひろみつひろ総斗會三村道場総斗會三村道場総斗會三村道場総斗會三村道場



４４４４名名名名佐藤佐藤佐藤佐藤 信信信信宏宏宏宏さとうさとうさとうさとう・・・・ののののぶぶぶぶひろひろひろひろ ４’５０”名古屋名古屋名古屋名古屋ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｼﾗｼﾗｼﾗｼﾞ゙゙゙ﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝ柔術柔術柔術柔術ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙ 腕十字古古古古市 敏市 敏市 敏市 敏夫夫夫夫ふるいちふるいちふるいちふるいち・・・・としおとしおとしおとしお ６’１３”ＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ三重三重三重三重 三角絞め前田 誠前田 誠前田 誠前田 誠まえだまえだまえだまえだ・・・・まことまことまことまこと総斗會三村道場総斗會三村道場総斗會三村道場総斗會三村道場 ２２－０玉澤慶朗玉澤慶朗玉澤慶朗玉澤慶朗たまさわたまさわたまさわたまさわ・・・・よしあきよしあきよしあきよしあきＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ ２２２２名名名名松井松井松井松井 清幸清幸清幸清幸まついまついまついまつい・・・・きよゆききよゆききよゆききよゆきＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ三重三重三重三重 １４－０澤澤澤澤田克司田克司田克司田克司さわださわださわださわだ・・・・かつしかつしかつしかつしＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ



８８８８名名名名ビギナービギナービギナービギナー 無差別級無差別級無差別級無差別級松井 正行松井 正行松井 正行松井 正行まついまついまついまつい・・・・まさゆきまさゆきまさゆきまさゆき名古屋名古屋名古屋名古屋ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｼﾗｼﾗｼﾗｼﾞ゙゙゙ﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝ柔術柔術柔術柔術ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙ １６－２後藤 誠後藤 誠後藤 誠後藤 誠ごとうごとうごとうごとう・・・・まことまことまことまこと １’３０”ＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ三重三重三重三重 バックチョーク中野 昌士中野 昌士中野 昌士中野 昌士なかのなかのなかのなかの・・・・まさしまさしまさしまさし高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技ＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ Ｙ ０－８竹下 尚宏竹下 尚宏竹下 尚宏竹下 尚宏たけしたたけしたたけしたたけした・・・・なおひろなおひろなおひろなおひろＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ ６－０辻川 浩継辻川 浩継辻川 浩継辻川 浩継つじかわつじかわつじかわつじかわ・・・・ひろつぐひろつぐひろつぐひろつぐＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ ２－８杉山 健杉山 健杉山 健杉山 健すぎやますぎやますぎやますぎやま・・・・たけしたけしたけしたけし ４－０パラエストラパラエストラパラエストラパラエストラ岐阜岐阜岐阜岐阜木佐木 昭木佐木 昭木佐木 昭木佐木 昭きさききさききさききさき・・・・あきらあきらあきらあきらＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ ０－１１花井 直哉花井 直哉花井 直哉花井 直哉はないはないはないはない・・・・なおやなおやなおやなおや名古屋名古屋名古屋名古屋ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｼﾗｼﾗｼﾗｼﾞ゙゙゙ﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝ柔術柔術柔術柔術ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙



４４４４名名名名平木 耕一郎平木 耕一郎平木 耕一郎平木 耕一郎ひらきひらきひらきひらき・・・・こういちろうこういちろうこういちろうこういちろう名古屋名古屋名古屋名古屋ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｼﾗｼﾗｼﾗｼﾞ゙゙゙ﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝ柔術柔術柔術柔術ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙ ２－０小林 克典小林 克典小林 克典小林 克典こばやしこばやしこばやしこばやし・・・・かつのりかつのりかつのりかつのり １’５７”高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技ＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ ＹＴＥＡＭ Ｙ 三角絞め橋本 健司橋本 健司橋本 健司橋本 健司はしもとはしもとはしもとはしもと・・・・けんじけんじけんじけんじ １’４１”ＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ 腕十字山田 将大山田 将大山田 将大山田 将大やまだやまだやまだやまだ・・・・まさひろまさひろまさひろまさひろパラエストラパラエストラパラエストラパラエストラ岐阜岐阜岐阜岐阜 ６６６６名名名名エキスパートエキスパートエキスパートエキスパート 無差別級無差別級無差別級無差別級細細細細川川川川 顕顕顕顕ほほほほそかわそかわそかわそかわ・・・・あきらあきらあきらあきら ０’３４”ＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ 腕十字古古古古市 敏市 敏市 敏市 敏夫夫夫夫ふるいちふるいちふるいちふるいち・・・・としおとしおとしおとしお ２－０ＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ三重三重三重三重佐藤佐藤佐藤佐藤 信信信信宏宏宏宏さとうさとうさとうさとう・・・・ののののぶぶぶぶひろひろひろひろ ５’５７”名古屋名古屋名古屋名古屋ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｼﾗｼﾗｼﾗｼﾞ゙゙゙ﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝﾘｱﾝ柔術柔術柔術柔術ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙ 腕十字杉杉杉杉江江江江 大大大大輔輔輔輔すぎえすぎえすぎえすぎえ・・・・だいすけだいすけだいすけだいすけＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ ３’２０”腕十字赤赤赤赤木 康木 康木 康木 康洋洋洋洋あかぎあかぎあかぎあかぎ・・・・やすひろやすひろやすひろやすひろＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ ２－４玉澤 慶朗玉澤 慶朗玉澤 慶朗玉澤 慶朗たまさわたまさわたまさわたまさわ・・・・よしあきよしあきよしあきよしあきＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ


