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1組
0

1 鹿児島 1064 浦田　篤志 ｳﾗﾀ ｱﾂｼ 高2
ｶｺﾞｼﾏ 高校 1060 早﨑　遼真 ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ 高3

1063 中村　海斗 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高2
1062 中園　剛志 ﾅｶｿﾞﾉ ﾂﾖｼ 高2

2 福　島 121 岩崎　幹大 ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ 高3
ﾌｸｼﾏ 高校 118 伹野　智哉 ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾔ 高3

120 五十嵐　蓮 ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ 高3
122 吉田　朱佑 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 高3

3 埼  玉 233 鈴木　優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 236 東藤承太郎 ﾄｳﾄﾞｳ ｼﾞｮｳﾀﾛ 高2

235 渡辺　大和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 高3
230 熊澤　将大 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 高3

4 大　阪 708 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 高2
ｵｵｻｶ 高校 707 黒川　紫唯 ｸﾛｶﾜ ｼｭｲ 高2

702 井本　一輝 ｲﾓﾄ ｲｯｷ 高3
704 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3

5 兵  庫 742 増田　達哉 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 743 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高3

739 三原　慶悟 ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ 高3
741 井ノ上昭輝 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ 高3

6 静　岡 515 高野　裕也 ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 520 松村希良軌 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾗｷ 高3

514 中森　　成 ﾅｶﾓﾘ ｾｲ 高3
522 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 高2

7 福  岡 952 椿原　成將 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾅﾘﾏｻ 高2
ﾌｸｵｶ 高校 947 高田　航輔 ﾀｶﾀ ｺｳｽｹ 高3

955 黒田　侑希 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ 高2
950 久保　和輝 ｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 高3

8 山　梨 390 間瀬　太善 ﾏｾ ﾀｲｾﾞﾝ 高2
ﾔﾏﾅｼ 高校 387 岩崎　世那 ｲﾜｻｷ ｾﾅ 高3

393 稲岡　雄介 ｲﾅｵｶ ﾕｳｽｹ 高2
386 秋山　　啓 ｱｷﾔﾏ ｹｲ 高3
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0 山　形 99 芳賀　湧大 ﾊｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 高3

ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 101 佐藤　隆成 ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 高2
98 大江　奈知 ｵｵｴ ﾅﾁ 高3

100 鎌上　将大 ｶﾏｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 高2

1 茨  城 144 樋口　巧真 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 147 荒井　岳朗 ｱﾗｲ ﾀｹｱｷ 高3

145 會澤　　廉 ｱｲｻﾞﾜ ﾚﾝ 高3
146 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 高3

2 愛　知 562 山田　悠太 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 高2
ｱｲﾁ 高校 558 江角　真叶 ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ 高3

557 森　　一爽 ﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ 高3
561 神　　偉雄 ｼﾞﾝ ｲｵ 高2

3 大　分 1026 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 高3
ｵｵｲﾀ 高校 1028 菅野　　遼 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ 高3

1030 田村　烈士 ﾀﾑﾗ ﾚﾂｼ 高2
1029 坂田　涼人 ｻｶﾀ ｽｽﾞﾋﾄ 高3

4 神奈川 355 石田　虎流 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 356 五味　智信 ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ 高2

352 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 高3
351 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 高3

5 東　京 307 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 312 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 高2

306 西田　大晟 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 高3
311 瀬良　紘太 ｾﾗ ｺｳﾀ 高2

6 千　葉 274 寺門　弦輝 ﾃﾗｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ 高2
ﾁﾊﾞ 高校 272 岩立　健太 ｲﾜﾀﾃ ｹﾝﾀ 高2

267 川嶋虎太郎 ｶﾜｼﾏ ｺﾀﾛｳ 高3
269 大作　健二 ｵｵｻｸ ｹﾝｼﾞ 高3

7 京　都 666 萩原　涼介 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2
ｷｮｳﾄ 高校 665 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 高2

663 酒井　健伸 ｻｶｲ ｹﾝｼﾝ 高3
668 中村　　仁 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 高2

8 北海道 8 髙橋　康生 ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 高3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 高校 11 宮地　志音 ﾐﾔﾁﾞ ｼｵﾝ 高3

13 土岐　祐介 ﾄｷ ﾕｳｽｹ 高3
14 白木　大陽 ｼﾗｷ ﾀｲﾖｳ 高2
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