
1R QF SF F

St R シード  氏　   名  所　   属

1 DA 69 1 松田 空 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

2 DA 池田 蓮 ｱｸﾃｨﾌﾞ

3 DA 小林 生波 Line'ｓ Collect.TT

4 DA 松本 薫 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

5 DA 84 3 観野 凌雅 帯広ｳｲﾝｸﾞ

6 DA 小林 恒太 あけぼのTC

7 DA 倉田 秀彦 網走ﾃ協会

8 DA 小柳 遥人 SFC

9 DA 水上 緋也 小樽ｸﾞﾘｰﾝ

10 DA 鈴木 大和 釧路ひぶなTC

11 DA 對馬 神威 ｱｸﾃｨﾌﾞ

12 DA 101 4 小笠原 陸 ｳｲﾝｸﾞ

13 DA 西垣 薫 ﾐﾝﾄTS

14 DA 小谷 和生 UFO

15 DA 中村 覚 釧路ひぶなTC

16 DA 77 2 長峯 大揮 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

シード

1. 松田 空

2. 長峯 大揮

補1. 宿田 凛太郎 Line'ｓ Collect.TT 3. 観野 凌雅

補2. 大竹 創 宮の森SC 4. 小笠原 陸

12才以下 男子シングルス　

平成27年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会

平成28年2月23日付ランキング使用



1R QF SF F

St R シード  氏　   名  所　   属

1 DA 32 1 藤川 侑志郎 ｳｲﾝｸﾞ

2 DA 高氏 大斗 ｽｳｨﾝｸﾞ89

3 DA 山澤 佑來 新札幌TC

4 DA 髙野 志恩 ｱｸﾃｨﾌﾞ

5 DA 55 4 増田 稜生 ｱｸﾃｨﾌﾞ

6 DA 藤井 瑞貴 SFC

7 DA 清水 智貴 ｽｳｨﾝｸﾞ89

8 DA 島川 颯太郎 小樽ｸﾞﾘｰﾝ

9 DA 徳田 大和 ｱｸﾃｨﾌﾞ

10 DA 本田 嵩明 POTA

11 DA 櫻田 陽 SFC

12 DA 44 3 矢口 郡昌 ｽｳｨﾝｸﾞ89

13 DA 小谷 征慶 UFO

14 DA 工藤 稜介 ｳｲﾝｸﾞ

15 DA 石川 渓太 ACT

16 DA 41 2 下天摩 輝 UFO

シード

1. 藤川 侑志郎

2. 下天摩 輝

補1. 竹下 剛生 ACT 3. 矢口 郡昌

補2. 金井 駿 ﾐﾝﾄTS 4. 増田 稜生

平成27年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会

14才以下 男子シングルス　 平成28年2月23日付ランキング使用



1R QF SF F

St R シード  氏　   名  所　   属

1 DA 18 1 板本 新太 SEEKERSTT

2 DA 三上 翔平 宮の森SC

3 DA 奈良 駿佑 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

4 DA 小泉 連太朗 ｽｳｨﾝｸﾞ89

5 DA 23 4 清水 裕貴 ｳｲﾝｸﾞ

6 DA 山形 知暉 札幌光星高

7 DA 新山 悠永 ｳｪﾙﾈｽｽｸｴｱ

8 DA 大久保 辰哉 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

9 DA 定政 赳流 旭川宮の森SC

10 DA 仲川 憲吾 SEEKERSTT

11 DA 湯泉 賢祐 WAVE

12 DA 22 3 鎌田 大夢 SFC

13 DA 西垣 友真 ﾐﾝﾄTS

14 DA 森 基唯斗 SFC

15 DA 織本 翔伍 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

16 DA 21 2 水上 倭 小樽ｸﾞﾘｰﾝ

シード

1. 板本 新太

2. 水上 倭

補1. 鈴木 亮太朗 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ 3. 鎌田 大夢

補2. 小笠 巧人 UFO 4. 清水 裕貴

16才以下 男子シングルス　 平成28年2月23日付ランキング使用

平成27年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会



1R 2R QF SF F
St R シード  氏   名  所   属

1 DA 1 1 横濱 圭亮 札幌日大高

2 DA 長 雄希 札幌開成高

3 DA 菅 瑞樹 札幌西高

4 DA 大友 元貴 札幌日大高

5 DA 齊藤 瑛大 札幌旭丘高

6 DA 菊地 健人 札幌南高

7 DA 白鳥 大地 北海高

8 DA 11 7 髙岡 翔 函館ﾗｻｰﾙ高

9 DA 7 3 本間 悠悟 UFO

10 DA 富田 誉生 函館中部高

11 DA 岸浪 建 旭川東高

12 DA 折戸 寛紀 札幌藻岩高

13 DA 高島 嶺 ｽｳｨﾝｸﾞ89

14 DA 梶本 拓実 尚志学園高

15 DA 田村 竜一 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸJ

16 DA 13 8 山本 裕大 札幌日大高

17 DA 9 5 久保井 恭 Line'ｓ Collect.TT

18 DA 澤渡 巧喜 旭川東高

19 DA 川崎 慶高 札幌光星高

20 DA 櫻井 正明 札幌西高

21 DA 浦崎 貴行 函館大有斗高

22 DA 佐藤 信太朗 札幌日大高

23 DA 西堀 元樹 札幌西高

24 DA 8 4 山下 大貴 札幌藻岩高

25 DA 10 6 菊地 耕介 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸJ

26 DA 鈴木 裕大 札幌藻岩高

27 DA 横山 公紀 札幌光星高

28 DA 小林 未来 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

29 DA 島川 大輝 小樽ｸﾞﾘｰﾝ シード
1. 横濱 圭亮

30 DA 平井 祐人 札幌藻岩高
2. 福永 海斗

31 DA 伊藤 昴 北海高
3. 本間 悠悟

32 DA 5 2 福永 海斗 SFC
4. 山下 大貴

5. 久保井 恭

6. 菊地 耕介
補1. 岡田 嵩也 札幌藻岩高

7. 髙岡 翔
補2. 折登 悠亮 尚志学園高

8. 山本 裕大

平成27年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会

18才以下 男子シングルス　
平成28年2月23日付ランキング使用



1R QF SF F

St R シード  氏　   名  所　   属

1 DA 62 1 尾形 美侑 SFC

2 DA 松本 萌恵 ｳｲﾝｸﾞ

3 DA 上野 穂乃果 文京ｽﾎﾟｰﾂ少年団

4 DA 徳田 ひな ｱｸﾃｨﾌﾞ

5 DA 92 4 志賀 瑚華 あけぼのTC

6 DA 山田 ひより ｳｲﾝｸﾞ

7 DA 横濱 百花 SFC

8 DA 湯浅 亜優 ﾐﾝﾄTS

9 DA 島田 理恋 ｳｲﾝｸﾞ

10 DA 浅野 わか葉 文京ｽﾎﾟｰﾂ少年団

11 DA 小川 桃京 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

12 DA 78 3 相山 栞里 宮の森SC

13 DA 菅野 真緒 宮の森SC

14 DA 鈴木 万里歌 NPTC

15 DA 丸山 和紗 宮の森SC

16 DA 71 2 宮川 このみ SFC

シード

1. 尾形 美侑

2. 宮川 このみ

補1. 竹本 あい ｳﾞｪﾙﾃﾞ 3. 相山 栞里

補2. 河尻 七碧 小樽ｸﾞﾘｰﾝ 4. 志賀 瑚華

12才以下 女子シングルス　

平成27年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会

平成28年2月23日付ランキング使用



1R QF SF F

St R シード  氏　   名  所　   属

1 DA 24 1 小畑 莉音 ｳｲﾝｸﾞ

2 DA 石垣 鈴 恵庭すずらん

3 DA 井上 愛子 UFO

4 DA 田中 楓 ｳｲﾝｸﾞ

5 DA 53 4 谷渕 友梨 あけぼのTC

6 DA 寺島 麻 SFC

7 DA 上田 愛梨 あけぼのTC

8 DA 濱野 久玲愛 POTA

9 DA 高島 菜月 あけぼのTC

10 DA 小田島 緒聖弥 宮の森SC

11 DA 鈴木 桃奈 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

12 DA 37 3 駒目 和花 あけぼのTC

13 DA 沢谷 優香 SFC

14 DA 徳永 桃花 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

15 DA 村上 礼音 ﾐﾝﾄTS

16 DA 25 2 齋藤 優寧 SFC

シード

1. 小畑 莉音

2. 齋藤 優寧

補1. 吉川 葵 ｳｲﾝｸﾞ 3. 駒目 和花

補2. 木村 茉莉 ｳｲﾝｸﾞ 4. 谷渕 友梨

平成27年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会

14才以下 女子シングルス　 平成28年2月23日付ランキング使用



1R QF SF F

St R シード  氏　   名  所　   属

1 DA 17 1 宮川 あかり SFC

2 DA 横山 日奈子 宮の森SC

3 DA 木村 由寿 あけぼのTC

4 DA 桜庭 千夏 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

5 DA 28 3 工藤 愛菜 ｳｲﾝｸﾞ

6 DA 菊地 にいな Line's Collect.TT

7 DA 坪崎 来実 ｴﾙﾊﾞｯﾊ

8 DA 坂尻 若菜 ｽｳｨﾝｸﾞ89

9 DA 高梨 美陽 SFC

10 DA 金内 葵春 SEEKERSTT

11 DA 松原 つぐみ ACT

12 DA 29 4 米原 千絵 SFC

13 DA 森下 菜々美 UFO

14 DA 佐々木 菜穂 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

15 DA 池田 七海 函館白百合中

16 DA 27 2 松山 寧有 SEEKERSTT

シード

1. 宮川 あかり

2. 松山 寧有

補1. 竹内 さき ｽｳｨﾝｸﾞ89 3. 工藤 愛菜

補2. 依田 茉夕 POTA 4. 米原 千絵

平成27年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会

16才以下 女子シングルス　 平成28年2月23日付ランキング使用



1R 2R QF SF F
St R シード  氏   名  所   属

1 DA 4 1 田巻 日菜乃 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

2 DA 伊藤 のどか 札幌北高

3 DA 小川 椎菜 北見柏陽高

4 DA 黒崎 早絢 ｱｸﾃｨﾌﾞ

5 DA 田島 桂奈 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

6 DA 畠山 紗衣 札幌西高

7 DA 大橋 芽実 札幌光星高

8 DA 11 7 沢谷 紀香 札幌清田高

9 DA 8 4 長田 風花 札幌清田高

10 DA 有吉 千宙 SFC

11 DA 森 史佳 函館白百合高

12 DA 丹 栞理 宮丘TC

13 DA 菊地 あみ POTA

14 DA 岸岡 祐里 札幌清田高

15 DA 坪内 友里 北星女子高

16 DA 12 8 小林 灯李 宮丘TC

17 DA 10 6 髙橋 祐奈 北広島高

18 DA 大友 咲紀 ｴﾙﾊﾞｯﾊ

19 DA 稲川 栞 北星女子高

20 DA 横井 里恵花 札幌日大高

21 DA 工藤 綾華 北星女子高

22 DA 三浦 萌香 SEEKERSTT

23 DA 西岡 里瑳 函館中部高

24 DA 7 3 横山 円香 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

25 DA 9 5 照井 妃奈 宮丘TC

26 DA 中村 優花 函館中部高

27 DA 荒木 梨那 札幌光星高

28 DA 酒井 未来 釧路江南高

29 DA 渡邊 菜々子 北星女子高 シード
1. 田巻 日菜乃

30 DA 小山内 志織 大谷室蘭高
2. 五ノ井 祐佳

31 DA 後藤 絵理奈 札幌西高
3. 横山 円香

32 DA 6 2 五ノ井 祐佳 札幌日大高
4. 長田 風花

5. 照井 妃奈

6. 髙橋 祐奈
補1. 氷室衣梨 札幌清田高

7. 沢谷 紀香
補2. 佐々木 彩花 札幌清田高

8. 小林 灯李

平成27年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会

平成28年2月23日付ランキング使用
18才以下 女子シングルス　



1R SF F

St. R. シード  名　　前  所　　属

133 観野 凌雅 帯広ｳｲﾝｸﾞ

160 松田 空 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

池田 蓮 ｱｸﾃｨﾌﾞ

池田 陸 ﾄﾞﾘｰﾑJ

江面 隼人 あけぼのTC

小林 恒太 あけぼのTC

渡邊 来翔 釧路ひぶなTC

増谷 拓海 釧路ひぶなTC

鈴木 大和 釧路ひぶなTC

中村 覚 釧路ひぶなTC

松本 薫 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

水上 緋也 小樽ｸﾞﾘｰﾝ

阿部 豊 ｳｲﾝｸﾞ

阿部 圭 ｳｲﾝｸﾞ

210 小笠原 陸 ｳｲﾝｸﾞ

212 長峯 大揮 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

シード

小柳 遥人 SFC 観野 凌雅

鈴木 央祐 宮の森SC 松田 空

小林 生波 Line'ｓ Collect.TT 小笠原 陸

山澤 世那 SFC 長峯 大揮

6

DA

DA1

2

3

4

DA

5

平成2７年度　北海道ジュニアテニス室内選手権大会　

補 1.

2.

2

DA

DA

DA

1.

7

12才以下 男子ダブルス 平成28年2月23日付ランキング使用

1

補 2.

DA

DA

8



1R SF F

St. R. シード  名　　前  所　　属

28 藤川 侑志郎 ｳｲﾝｸﾞ

47 増田 稜生 ｱｸﾃｨﾌﾞ

本田 嵩明 POTA

小谷 征慶 UFO

徳田 大和 ｱｸﾃｨﾌﾞ

矢口 郡昌 ｽｳｨﾝｸﾞ89

熊倉 康太 UFO

小川 莉功 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

石川 渓太 ACT

櫻田 陽 SFC

高氏 大斗 ｽｳｨﾝｸﾞ89

竹下 剛生 ACT

藤井 瑞貴 SFC

清水 智貴 ｽｳｨﾝｸﾞ89

44 下天摩 輝 UFO

80 髙野 志恩 ｱｸﾃｨﾌﾞ

シード

宮本 快 ｳｲﾝｸﾞ 藤川 侑志郎

工藤 稜介 ｳｲﾝｸﾞ 増田 稜生

宮下 礼司 あけぼのTC 下天摩 輝

田中 颯 宮丘TC 髙野 志恩

DA

4

6

5

補 2.

DA

DA

DA

7

8

DA

DA

平成27年度　北海道ジュニアテニス室内選手権大会　

補 1.

3

2.

2

平成28年2月23日付ランキング使用

1

14才以下 男子ダブルス

1.

2

1 DA

DA



1R SF F

St. R. シード  名　　前  所　　属

16 鎌田 大夢 SFC

17 清水 裕貴 ｳｲﾝｸﾞ

橘 政翔 SEEKERSTT

稲舩 希生 SEEKERSTT

小泉 連太朗 ｽｳｨﾝｸﾞ89

三上 翔平 宮の森SC

湯泉 賢祐 WAVE

水上 倭 小樽ｸﾞﾘｰﾝ

藤﨑 晴大 ｴﾙﾊﾞｯﾊ

定政 赳流 旭川宮の森SC

新山 悠永 ｳｪﾙﾈｽｽｸｴｱ

織本 翔伍 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

森 基唯斗 SFC

板本 新太 SEEKERSTT

33 奈良 駿佑 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

54 仲川 憲吾 SEEKERSTT

シード

田村 虎大 ｴﾙﾊﾞｯﾊ 鎌田 大夢

渡部 夢叶 ｴﾙﾊﾞｯﾊ 清水 裕貴

浅野 翔織 POTA 奈良 駿佑

高松 空良 あけぼのTC 仲川 憲吾

7

8

1DA

DA

DA

DA

1.

DA

補 2.

DA

DA

DA

2.

2

平成28年2月23日付ランキング使用

平成27年度　北海道ジュニアテニス室内選手権大会　

補 1.

3

16才以下 男子ダブルス

2

1

4

6

5



18才以下 男子ダブルス

1R QF SF F

St. R. シード  名　　前  所　　属

6 髙岡 翔 函館ﾗｻｰﾙ高

13 菊地 耕介 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸJ

菊地 健人 札幌南高

小林 未来 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

佐藤 亮太 札幌日大高

佐藤 信太朗 札幌日大高

折戸 寛紀 札幌藻岩高

鈴木 裕大 札幌藻岩高

8 山下 大貴 札幌藻岩高

14 福永 海斗 SFC

田島 晃尚 北海高

玉置 凌平 北海高

梶本 拓実 尚志学園高

久保井 恭 Line'ｓ Collect.TT

横山 公紀 札幌光星高

櫻井 正明 札幌西高

西堀 元樹 札幌西高

藤原 陽向 札幌西高

長坂 嘉亮 尚志学園高

折登 悠亮 尚志学園高

平井 祐人 札幌藻岩高

荒井 大河 札幌藻岩高

4 大友 元貴 札幌日大高

22 本間 悠悟 UFO

菅 瑞樹 札幌西高

川崎 慶高 札幌光星高

高島 嶺 ｽｳｨﾝｸﾞ89

白鳥 大地 北海高

横濱 圭亮 札幌日大高

山本 裕大 札幌日大高

シード

9 伊藤 昴 北海高 髙岡 翔
10 長 雄希 札幌開成高 菊地 耕介

伊藤 昴
富田 誉生 函館中部高 長 雄希
浦崎 貴行 函館大有斗高

山下 大貴
宗片 準司 旭川明成高 福永 海斗
金沢 飛影 旭川明成高

大友 元貴
本間 悠悟

DA

DA

DA

DA

DA

補 2.

1

3

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

4

6

5

4.

2.

DA

1.

補 1.

4
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16

15

12

13

14

1

3

10

平成28年2月23日付ランキング使用

7

3.

8

DA

DA

11

DA

2

9



1R SF F

St. R. シード  名　　前  所　　属

102 宮川 このみ SFC

104 尾形 美侑 SFC

津田 悠希 ｳｲﾝｸﾞ

馬場 恋音 ｳｲﾝｸﾞ

松本 萌恵 ｳｲﾝｸﾞ

島田 理恋 ｳｲﾝｸﾞ

山田 ひより ｳｲﾝｸﾞ

相山 栞里 宮の森SC

金井 美優 SFC

森 基来凜 SFC

上野 穂乃果 文京ｽﾎﾟｰﾂ少年団

佐々木 遥菜 文京ｽﾎﾟｰﾂ少年団

小川 桃京 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

松田 侑来 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

140 志賀 瑚華 ﾐﾝﾄTS

252 徳田 ひな ﾐﾝﾄTS

シード

菊地 彩芽 ﾐﾝﾄTS 宮川 このみ

松村 栞奈 ﾐﾝﾄTS 尾形 美侑

鈴木 万里歌 NPTC 志賀 瑚華

石黒 雪乃 あけぼのTC 徳田 ひな

平成27年度　北海道ジュニアテニス室内選手権大会　

補 1.

2.

2

DA

DA

DA

1.

DA

DA

平成28年2月23日付ランキング使用

1

補 2.

DA

DA

DA

1２才以下 女子ダブルス

5

6

7

8

1

2

3

4



1R SF F

St. R. シード  名　　前  所　　属

62 小畑 莉音 ｳｲﾝｸﾞ

62 齋藤 優寧 SFC

木村 茉莉 ｳｲﾝｸﾞ

高島 菜月 あけぼのTC

安西 乙羽 あけぼのTC

上田 愛梨 あけぼのTC

小田島 緒聖弥 宮の森SC

濱野 久玲愛 POTA

寺島 麻 SFC

福永 桃加 SFC

石垣 鈴 恵庭すずらん

田中 来夢 あけぼのTC

金内 亜純 ｽｳｨﾝｸﾞ89

林 優羅 ｽｳｨﾝｸﾞ89

35 谷渕 友梨 あけぼのTC

103 駒目 和花 あけぼのTC

シード

田中 楓 ｳｲﾝｸﾞ 小畑 莉音

村上 礼音 ﾐﾝﾄTS 齋藤 優寧

鈴木 桃奈 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ 谷渕 友梨

高橋 美輝 宮の森SC 駒目 和花

平成27年度　北海道ジュニアテニス室内選手権大会　

補 1.

3

2.

2

2

1

4

6

5

1.

補 2.

DA

平成28年2月23日付ランキング使用

1

1４才以下 女子ダブルス

DA

DA

DA

DA

DA

7

8

DA

DA



1R SF F

St. R. シード  名　　前  所　　属

28 木村 由寿 あけぼのTC

29 宮川 あかり SFC

松原 つぐみ ACT

工藤 愛菜 ｳｲﾝｸﾞ

米原 千絵 SFC

新宮 菜々恵 あけぼのTC

松山 寧有 SEEKERSTT

菊地 にいな Line's Collect.TT

杉内 萌夏 あけぼのTC

高橋 凜李 あけぼのTC

坂尻 若菜 ｽｳｨﾝｸﾞ89

佐々木 菜穂 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

池田 七海 函館白百合中

坪崎 来実 ｴﾙﾊﾞｯﾊ

36 高梨 美陽 SFC

38 金内 葵春 SEEKERSTT

シード

小田島 帆希 宮の森SC 木村 由寿

横山 日奈子 宮の森SC 宮川 あかり

小林 育美 ｳｲﾝｸﾞ 高梨 美陽

徳永 藍海 あけぼのTC 金内 葵春

7

8

1DA

DA

DA

DA

1.

DA

補 2.

DA

DA

DA

2.

2

平成28年2月23日付ランキング使用
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補 1.

3

16才以下 女子ダブルス

2

1

4

6

5



18才以下 女子ダブルス

1R QF SF F

St. R. シード  名　　前  所　　属

7 大友 咲紀 ｴﾙﾊﾞｯﾊ
8 小林 灯李 宮丘TC

奥田 夢 札幌西高
岩渕 加奈子 札幌西高

西岡 里瑳 函館中部高
中村 優花 函館中部高

工藤 綾華 北星女子高
望月 果歩 北星女子高

9 照井 妃奈 宮丘TC
26 稲川 栞 北星女子高

曽根 萌絵 大麻高
渡部 日香梨 大麻高

荒木 梨那 札幌光星高
大橋 芽実 札幌光星高

沢谷 紀香 札幌清田高
髙橋 祐奈 北広島高

畠山 紗衣 札幌西高
後藤 絵理奈 札幌西高

渡邊 菜々子 北星女子高
五ノ井 祐佳 札幌日大高

氷室 衣梨 札幌清田高
山口 いずみ 札幌清田高

13 横山 円香 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ
23 田巻 日菜乃 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

長田 風花 札幌清田高
佐々木 彩花 札幌清田高

佐々木 梨乃 札幌日大高
横井 里恵花 札幌日大高

俵谷 栞那 北星女子高
川村 優衣 北星女子中

シード

12 森 史佳 函館白百合高 大友 咲紀
21 三浦 萌香 SEEKERSTT 小林 灯李

森 史佳
糸川 優 北星女子高 三浦 萌香
桐木 結子 北星女子高

照井 妃奈
稲川 栞

横山 円香
田巻 日菜乃4.

無し

1.

2.
補 1.

14

15

補 2.

DA

12 DA

DA 3

3.

6 DA

9 DA

10 DA

11

7 DA

13

4

8 DA

1 DA 1

DA

DA

DA

2

3

平成28年2月23日付ランキング使用
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DA

DA

16 DA 2

DA

4

5


	j-in-bs12d2016
	j-in-bs14d2016
	j-in-bs16d2016
	j-in-bs18d2016
	j-in-gs12d2016
	j-in-gs14d2016
	j-in-gs16d2016
	j-in-gs18d2016
	j-in-bd12d2016
	j-in-bd14d2016
	j-in-bd16d2016
	j-in-bd18d2016
	j-in-gd12d2016
	j-in-gd14d2016
	j-in-gd16d2016
	j-in-gd18d2016

