
01 31 モルック神戸まや モルックコウベマヤ 田中慎也 三村裕

02 34 チームあびこ チームアビコ 吉間雄亮 深田真美 菊池孝志

03 29 チーム城東 チームジョウトウ 神保匡 佐藤博之 松澤伸彦

04 6 モルック神戸 west モルックコウベ ウェスト 中井聖典 中井めぐみ

05 30 しんばし シンバシ 仙台梨乃 間由香理 柳林冴美

06 18 神戸北野坂 コウベキタノザカ 中原一雄 川西正訓

07 4 3年5組 サンネンゴクミ 柏田美樹 西浦香菜子

08 35 モルック神戸 ろっこう モルックコウベ　ロッコウ 金森由記 北中淳一

09 21 チームMUBO チームムボー 高口史織 河野以久子 高口僚太朗

10 39 チームフレスコ チームフレスコ 五十嵐 恭雄 芝卓史

11 42 Little Ａ. (本家) リトルアー　(ホンケ) 大森隆宏 油川久雄

12 47 再度2910 ふたたびにくてん 福壽 磨紀子 盛 美由紀

13 27 Lokki ロッキ 渡部美香 花澤奈美 小林寛子

14 2 チームうらなん チームウラナン 蓮岡佳菜子 藤田恵理子

15 37 ウラッシー ウラッシー 浦上涼子 宍倉泰司

16 26 ヒューマンブリッジ ヒューマンブリッジ 佐々木拓哉 鈴木友香子 赤田岳彦

17 15 かおりもとこ カオリモトコ 石田基子 山口かおり

18 24 はにわJAPANda はにわじゃぱんだ 後藤栄津子 中嶋和男

19 23 鎌倉第一 カマクラダイイチ 菊地遊 小澤光洋

20 14 鎌倉第二 カマクラダイニ 高井礼人 桑原進

21 3 鎌倉第三 カマクラダイサン 黒部弘康 加藤仁美

22 28 鎌倉第四 カマクラダイヨン 石井健一 佐藤智希 菊地真由美

23 48 Ki(pp)is キッピス 神戸健志 佐藤嘉弘

24 7 イカタツ イカタツ 井川教之 下田達哉

25 11 お山の仔馬 オヤマノコウマ 高麗嘉昭 山口順

26 45 samurice サムライス 大澤詩乃 飯田ひとみ 大澤歳朗 

27 22 鎌倉第五 カマクラダイゴ 野村 有布 片田恭平

28 36 47 フォーティーセブン 石井徹 関健史

29 20 Littel A. (元祖) リトルアー　(ガンソ) 太田幸司 三上信之

30 10 メグミルク メグミルク 窪谷恵 田村恵

31 12 DS青山 ディーエスアオヤマ 益邑沙季 入江早紀

32 32 カラスも真っ青 からすもまっさお 八ツ賀秀一 工藤久智

33 25 チームミソカツ ちーむみそかつ 大崎雄樹 後藤良隆 伊吉翔平

34 43 Lys Blanc リスブラン 高窪祐弥 坂本麻理恵 坂本弥智恵

35 8 チームひよっ子 チームヒヨッコ 斉藤姫卯 杉山明里紗 石川律也

36 13 トンゾントン トンゾントン 長屋雅人 下石坂明子 下石坂寛子

37 46 KATAYABURI カタヤブリ 本田祐樹 藤原昂亮 古田優

38 1 木の棒を投げて倒し隊 from UUD キノボウヲナゲテタオシタイ フロム ユーユーディー 高田郁実 茂木駿 ムラ・マツ

39 19 ナカイワ ナカイワ 岩根瑞樹 中野由美子

40 38 明治学院A めいじがくいんえー 茨城啓太 鶴見志歩紀

41 17 明治学院留学生 めいじがくいんりゅうがくせい 岡本樹 金子拳

42 41 パニック・アット・ザ・モルック パニック アット ザ モルック 長澤広樹 幡谷拓弥

43 16 チームおじさんず チームオジサンズ 蓮岡勇樹 鎌田一男

44 44 初対面 ショタイメン 横山友哉 佐野芳知

45 33 Team Hong Kong チーム香港(ホンコン) LAI KONG IP TSOI KEI YEUNG

46 9 横浜A ヨコハマエー 八ッ賀順子 江原志穂

47 5 横浜B ヨコハマビー 八ッ賀孝志 八ッ賀尚悟

48 40 マキノマコト マキノマコト 大塚徹 酒井康史
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