Cloud Native Inc. Presents 2022 JAPAN NATIONAL YO-YO CONTEST DAY 1
ワイルドカードラウンド
1Aワイルドカード

2Aワイルドカード

3Aワイルドカード

4Aワイルドカード

5Aワイルドカード

(6/4 10:00スタート)
1 イケダ ダイキ

1 イシハマ タカヒロ

2 ヨコタ ヒカル

1 カトウ マサヤ

1 ニシムラ タクマ

1 アンドウ リン

2 ササキ タカト

2 ハセガワ マサシ

2 ニシグチ アキラ

3 シラサキ タクミ

3 モトヤマ レンタ

4 ムラタ ヤマト

演技時間：30秒

演技時間：30秒

演技時間：30秒

演技時間：30秒

5 テルヤ シュウイチ

上位1名が準決勝進出

上位1名が準決勝進出

上位1名が準決勝進出

上位1名が準決勝進出

6 カゲツ タイシ
7 ムサシ カズマ

最終更新:2021.5.23

8 オチアイ リョウヤ
9 イシカワ ヒロキ
10 ツツミ アキラ
一般社団法人日本ヨーヨー連盟 主催

11 イジ マサハル
12 ナカムラ リュウイチ
13 スミヨシ ヨウタ
14 サガ ショウタ
15 スズキ イッセイ
16 ヤギ ユウヤ
17 タナカ ダイキ
18 イタクラ ライト

演技時間：30秒

19 ソメヤ タクト

上位7名が準決勝進出

Cloud Native Inc. Presents 2022 JAPAN NATIONAL YO-YO CONTEST DAY1 演技順
1A部門 準決勝

2A部門 準決勝

(11:10スタート)
1 オリタ ユウスケ

(13:20スタート)
26 カシワヤ ユウタ

1 アライ ケン

3A部門 準決勝

4A部門 準決勝

(13:40スタート)

(15:00スタート)

1 ホサキ ヨシユキ

1 イソシマ トモヤ

5A部門 準決勝

(15:30スタート)
1 シラクラ サトシ

規定アドバンスド部門
(16:40スタート)

1 カゲツ タイシ

2 ナカムラ ユウタ

27 シミズ ユウセイ

2 ニシカワ トシヒロ

2 フジサワ ユウキ

2 オオニシ ユウサク

2 マツダ シュン

2 キムラ ヤスユキ

3 ウシダ マサヤ

28 フジサカ タツヤ

3 サワヤマ ショウヘイ

3 ナンバ タカユキ

3 シラクラ サトシ

3 ミヤカワ カズマ

3 スズキ ダイスケ

4 ナカジマ アトム

29 ホリウチ ヒロト

4 ハナイ タイスケ

4 イワタ コウキ

4 カツマタ タイヨウ

4 ニシカワ リュウト

4 セキ ダイスケ

5 トクブチ アキトシ

30 ハシモト コウヨウ

5 ヤマシタ リョウ

5 ヒガシ タイイチロウ

5 コガ ヨシミ

5 モリタ ユウダイ

5 ナカムラ ヤスタカ

6 クドウ ユウヤ

31 スズキ ユイガ

6 フクイ ホタカ

6 ニシムラ ケイタロウ

6 サイトウ ジン

6 カシワヤ ユウタ

6 カツマタ ユウマ

7 アサハラ ツカサ

32 トヤマ トモキ

7 フジワラ ヤマト

7 ワイルドカード1位

7 ヤスモト タクミ

7 ワタナベ ケイゴ

7 カミナガ タカユキ

8 カツダ トウゴ

33 コイケダ アキラ

8 サカウチ ハジメ

演技時間：90秒

8 ムラキ シンヤ

8 フゴノ ヒビキ

8 ツツミ アキラ

9 カツマタ ヒロキ

34 ミツダ リク

9 ワイルドカード1位

上位3名が決勝進出

9 オオホリ ケンタ

9 イシダ ヒデオ

9 ヨシバ タツノリ

10 カスガ アユム

35 クシロ ケンタ

演技時間：90秒

10 タカダ ツバサ

10 ヨシバ タツノリ

10 キタダ アツシ

11 タカセ ソウ

36 ウチハシ ソラ

上位3名が決勝進出

11 オオイシ リョウ

11 タケウチ ナオヤ

11 ムサシ カズマ

12 ハラ ヒロミチ

37 コバヤシ トウヤ

12 ワイルドカード1位

12 カノウ ミナミ

12 アベ マサユキ

13 ニシオカ ダイスケ

38 カトウ ヨク

演技時間：90秒

13 ワイルドカード1位

13 カメヤ テルオ

14 マエダ ヤスタカ

39 ノダ ケント

上位4名が決勝進出

演技時間：90秒

14 イシカワ ソラ

15 サトウ アオイ

40 オオニシ ユウサク

16 マツダ シュン

41 ワイルドカード7位

17 テラダ マサヒロ

42 ワイルドカード6位

18 サトウ ユウト

43 ワイルドカード5位

19 タナカ カイト

44 ワイルドカード4位

20 カトウ リョウゴ

45 ワイルドカード3位

1 ナカムラ ヤスタカ

1 ハナイ ミク

21 フジイ カイチ

46 ワイルドカード2位

2 フルタ ヒロミ

2 マツダ トモミ

22 ヤマシタ ヤマト

47 ワイルドカード1位

3 アベ マサユキ

3 イイヅカ トモヨ

23 クラモト アユム

演技時間：90秒

4 マツダ トモミ

演技時間：2分

24 イタニ ハヤト

上位11名が決勝進出

5 ワタナベ トミユキ

25 コデショ サトシ

上位4名が決勝進出
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OVER40フリースタイル
(16:10スタート)

演技時間：2分

WOMENフリースタイル
(16:30スタート)

最終更新:2022.5.23

Cloud Native Inc. Presents 2022 JAPAN NATIONAL YO-YO CONTEST DAY2 演技順
1A部門 決勝

2A部門 決勝

3A部門 決勝

4A部門 決勝

5A部門 決勝

(11:00スタート)

(12:30スタート)

(14:20スタート)

(15:10スタート)

(16:10スタート)

1 準決勝11位通過選手

1 準決勝3位通過選手

1 準決勝3位通過選手

1 準決勝4位通過選手

1 準決勝4位通過選手

2 準決勝10位通過選手

2 準決勝2位通過選手

2 準決勝2位通過選手

2 準決勝3位通過選手

2 準決勝3位通過選手

3 準決勝9位通過選手

3 準決勝1位通過選手

3 準決勝1位通過選手

3 準決勝2位通過選手

3 準決勝2位通過選手

4 準決勝8位通過選手

4 タカマツ レオ

4 ヤマモト ダイキ

4 準決勝1位通過選手

4 準決勝1位通過選手

5 準決勝7位通過選手

5 ウエタ コウイチロウ

5 マツダ ショウタロウ

5 ババ リュウゾウ

5 サカモト ユウキ

6 準決勝6位通過選手

6 カトウ アキラ

6 クリタ トモヤ

6 マスダ ショウタロウ

6 ヤマダ シゲヒロ

7 準決勝5位通過選手

7 キザミ ユウ

7 イタイ ケント

7 ザンカ トモヒコ

7 モリモト リョウタロウ

8 準決勝4位通過選手

8 タカミ ユウキ

8 フルタ ミナト

8 ハシモト コウヨウ

8 ウエマエ ナオキ

9 準決勝3位通過選手

9 イマイ アラタ

演技時間：3分

9 ナカムラ カオル

9 アベ ヨシヒロ

10 準決勝2位通過選手

演技時間：3分

11 準決勝1位通過選手

10 ウチダ ユウキ

10 イシカワ ソラ

演技時間：3分

演技時間：3分

12 ワタナベ ユウマ
13 イガラシ リョウ
14 ニシムラ コウヘイ
15 ナンバ ツカサ
16 アラヤ シオン
演技時間：3分

最終更新:2022.5.23

一般社団法人日本ヨーヨー連盟 主催

