
38 勝目　大翔 神奈川県 横須賀市立不入斗 1
38 青山　宗史 愛知県 稲沢市立治郎丸 2
38 伊豆本　一輝 愛知県 刈谷市立朝日 2
38 三浦　統貴 茨城県 土浦市立第三 1
38 仁木　勇斗 茨城県 龍ケ崎市市立長山 2
38 高野　航成 茨城県 取手市立第二 1
38 五町　由伸 茨城県 常陸大宮市立第二 2
38 横田　空 茨城県 水戸市立第四 2
38 筒井　一 茨城県 水戸市立見川 1
38 浅野　元哉 岡山県 倉敷市立東陽 1
38 饒波　宏稀 沖縄県 嘉手納町立嘉手納 3
38 佐倉田　悌介 岩手県 山田町立山田 1
38 岩田　大幹 岐阜県 高山市立東山 1
38 圓山　泰生 岐阜県 高山市立東山 2
38 碓井　晴登 岐阜県 神戸町立神戸 1
38 松田　岬 岐阜県 美濃加茂市立東 1
38 坂本  琥珀 宮城県 多賀城市立高崎 1
38 小倉　航太 京都 宮津市立栗田 2
38 川井　玄仁 京都府 舞鶴市立和田 1
38 池田　拓人 京都府 舞鶴市立城北 2
38 新山　瑞歩 京都府 舞鶴市立城南 2
38 小山　尭俊 群馬 邑楽町立邑楽 1
38 石井　河文 群馬県 大泉町立北 1
38 坂庭　圭 群馬県 太田市立綿打 1
38 關　想 群馬県 館林市立第一 1
38 阿部  竜弥 群馬県 千代田町立千代田 1
38 山本　剛生 広島県 広島市市立三和 1
38 川西　巧晟 香川県 香川県立高松北 2
38 西内　悠人 高知県 高知県立高知南 1
38 徳原  誠馬 高知県 高知市立一宮 1
38 中島　創吾 佐賀 鳥栖市立基里 1
38 宮崎　海斗 佐賀 嬉野市立塩田 1
38 白川　剣斗 佐賀 鹿島市立西部 1
38 加藤　敦史 埼玉県 加須市立北川辺 2
38 飯見　大飛 埼玉県 上尾市立瓦葺 1
38 中村　太紀 三重県 菰野町立菰野 1
38 向田　旭登 三重県 四日市市立南 2
38 高田　勇 三重県 御浜町立尾呂志学園 1
38 近藤　山人 山形県 山形市立第三 1
38 近藤　海人 山形県 山形市立第三 1
38 安渡　翔 山口県 周南市立岐陽 1
38 神吉　寛生 滋賀県 日野町立日野 3
38 伊藤　洋行 秋田県 潟上市立天王 1
38 平岡　大河 神奈川県 逗子市立市立逗子 1
38 徳永　瑞基 神奈川県 川崎市立長沢 1
38 須崎　怜央 神奈川県 川崎市立菅生 2
38 川路　泰生 神奈川県 川崎市立生田 1
38 河村　歩 神奈川県 川崎市立橘 3
38 小川　大輝 青森県 十和田市立東 1
38 今　雅矢 青森県 八戸市立第一 1
38 沼端　実希弥 青森県 六ヶ所村立千歳 2
38 茂木　洋輔 静岡 東伊豆町立熱川 2
38 藤田　想士 静岡県 藤枝市立高洲 1
38 秋山　大和 静岡県 焼津市立豊田 1
38 猪俣　俊介 静岡県 静岡市立観山 2
38 前原　歩武 静岡県 沼津市立門池 1
38 大垣内　蓮斗 石川県 志賀町立志賀 1
38 木野　大士 石川県 金沢市立兼六 1
38 高橋　慧大 千葉県 松戸市立牧野原 1



38 小笠原　雅耀 千葉県 野田市立二川 1
38 佐々木  力人 千葉県 野田市立木間ケ瀬 1
38 川合　相希 大阪府 吹田市立山田東 1
38 倉本　亮弥 大阪府 吹田市立片山 1
38 芹沢　敬士 大阪府 池田市立石橋 1
38 松村　祥太郎 大阪府 箕面市立第四 1
38 須田　宝 長崎県 大村市立郡 1
38 勝部　滉貴 島根県 松江市立宍道 1
38 黒田　佳吏夫 島根県 雲南市立加茂 2
38 並木　衛人 東京都 品川区立荏原第五 1
38 菊地　優太 東京都 大田区立　大森第六 1
38 森本　陽貴 東京都 品川区立　鈴ヶ森 1
38 高田　京 東京都 世田谷区立芦花 1
38 坂本　大悟 東京都 私立日本工業大学駒場 3
38 木村　琉貴 東京都 私立日本工業大学駒場 2
38 保泉　孝介 栃木県 足利市立第三 1
38 沼田　将吾 奈良県 田原本町立田原本 2
38 近藤　聖剛 福岡 久留米市立城南 1
38 加賀田　琥珀 福岡 久留米市立城南 1
38 中村　響希 福岡 小郡市立三国 1
38 湯朝  寛太 福岡県 北九州市立志徳 2
38 柴山  鷹成 福岡県 北九州市立吉田 2
38 稲岡　心空 兵庫県 神戸市立須佐野 1
38 岡部　利毅 北海道 帯広市立川西 1
38 葛城　壱星 和歌山県 和歌山市立城東 2
38 樋口　勘太郎 和歌山県 岩出市立第二 2
42 八木　久仁央 愛媛県 今治市立西 2
42 飯島　蓮 茨城県 つくば市立谷田部 2
42 冨山　悠真 茨城県 つくば市立谷田部 2
42 本荘　大和 茨城県 龍ヶ崎市立愛宕 1
42 石津　慶斗 茨城県 神栖市立神栖第一 2
42 菊田　創 茨城県 土浦市立都和 1
42 饒波　悠稀 沖縄県 嘉手納町立嘉手納 1
42 谷川　祐治 岐阜県 高山市立東山 1
42 飯山　義樹 岐阜県 高山市立中山 1
42 茂木　剛喜 宮城県 多賀城市立東豊 1
42 由良　琉二 京都府 京丹後市立網野 3
42 細川　周 京都府 京丹後市立網野 1
42 石原　弘幸 熊本県 玉名市立岱明 1
42 髙島　章人 香川県 多度津町立多度津 2
42 上村　律心 高知県 高知県立高知南 1
42 茂井  亜翔 高知県 高知市立一宮 1
42 茂井  蓮八 高知県 高知市立一宮 2
42 川上  虎琉 高知県 高知市立一宮 2
42 山下　修誠 高知県 宿毛市立片島 2
42 杉本　陸斗 埼玉県 桶川市立桶川東 3
42 小野寺　和輝 埼玉県 さいたま市立柏陽 3
42 小山内　葵生 埼玉県 私立埼玉栄 1
42 曽野　壱晟 三重県 伊勢市立御薗 1
42 奥井　峻晴 三重県 四日市市立塩浜 1
42 新妻　響 三重県 四日市市立富洲原 2
42 川北　健司 三重県 四日市市立三重平 2
42 徳力　海優斗 三重県 東員町立第一 1
42 辻本　航基 三重県 四日市市立西朝明 1
42 一戸　優作 三重県 東員町立第二 2
42 長岡　幹太 山口県 周南市立太華 1
42 宮原　健史郎 山口県 周南市立富田 2
42 五味　虹登 山梨県 南アルプス市立甲西 2
42 吉田　天斗 秋田県 潟上市立天王 2



42 進藤　日向 秋田県 秋田市立豊岩 1
42 戸田　純人 神奈川県 横浜市立　鶴見 2
42 弘埜　将伍 神奈川県 川崎市立枡形 1
42 時原　礼 神奈川県 相模原市立上溝南 2
42 渡辺　虎汰朗 神奈川県 厚木市立南毛利 1
42 及川　丈尊 神奈川県 相模原市立大沢 1
42 堀川　椋羽 神奈川県 川崎市立宮内 1
42 佐々木　桜空 神奈川県 川崎市立菅 3
42 高橋　海斗 青森県 八戸市立市川 1
42 青山　有希 静岡県 伊豆市立修善寺 3
42 杉原　巧実 静岡県 伊豆市立修善寺 1
42 佐々木　蓮 静岡県 伊豆市立修善寺 3
42 上石　稜真 静岡県 富士市立吉原第二 2
42 白崎　誠也 石川県 金沢市立西南部 2
42 木村　友也 石川県 志賀町立志賀 1
42 木野　敬士 石川県 金沢市立兼六 2
42 浅井　晴斗 千葉県 香取市立佐原 1
42 金澤　立空 千葉県 柏市立中原 2
42 木村　太智 千葉県 我孫子市立我孫子 1
42 岡田　卓己 千葉県 松戸市立常盤平 1
42 島谷　真和 千葉県 鎌ケ谷市立第四 3
42 池森　拓人 千葉県 柏市立土 1
42 髙橋　陸 千葉県 千葉市立若松 2
42 依田　真拓 長野県 小諸市立芦原 2
42 渡部　琉海 鳥取県 倉吉市立河北 2
42 糸賀　陽向 島根県  国立島根大学教育学部附属 1
42 鳥目　裕太 島根県 雲南市立加茂 2
42 田南部　魁星 東京都 品川区立浜川 3
42 五木田　琉 東京都 町田市立町田第一 2
42 工藤  真之祐 東京都 豊島区立池袋 1
42 伊藤　朔良 東京都 練馬区立練馬 2
42 児玉　礼央 東京都 練馬区立練馬 2
42 安田　悠悟 福井県 私立敦賀気比付属 3
47 尾形　光駿 愛知県 刈谷市立朝日 2
47 満永　大翔 愛知県 知立市立知立 2
47 越智　大輝 愛媛県 今治市立日吉 2
47 松山　拓磨 茨城県 牛久市立牛久第二 2
47 松山　真大 茨城県 牛久市立牛久第二 3
47 斉藤　亮太 茨城県 取手市立第二 2
47 大川　侑也 茨城県 鹿嶋市立鹿野 2
47 石橋　豊 茨城県 水戸市立第四 3
47 野口　創 茨城県 水戸市立第四 2
47 鈴木　智也 茨城県 水戸市立第一 1
47 塙　大佑 茨城県 水戸市立千波 1
47 髙杉　将輔 岡山 総社市立総社東 2
47 島袋　健裕 沖縄県 うるま私立具志川 3
47 佐々木　愛斗 岩手県 山田町立山田 3
47 川村　翔英 岩手県 山田町立山田 1
47 松岡　虹誠 岐阜県 大垣市立星和 2
47 松岡　大洋 岐阜県 大垣市立赤坂 1
47 安江　貴琉 岐阜県 美濃加茂市立東 1
47 金浜　一樹 宮城県 仙台市立五橋 2
47 佐々木  教裕 宮城県 大崎市立古川北 1
47 平　 匠海 宮城県 石巻市立住吉 1
47 渡邉　颯太 宮城県 仙台市立台原 2
47 升田　康太 京都 宮津市立栗田 1
47 緒嶋　俊輔 京都府 舞鶴市立白糸 1
47 坂根　翔太 京都府 舞鶴市立城南 1
47 松浦　央義 京都府 京丹後市立網野 3



47 松田　來大 京都府 京丹後市立網野 1
47 小泉　瑛士 京都府 私立同志社 2
47 志村　優充 群馬 邑楽町立邑楽 2
47 山田　康介 群馬県 館林市立第四 1
47 日比野　晴斗 群馬県 館林市立第三 3
47 原口　悠河 群馬県 明和町立明和 2
47 高橋　一輝 群馬県 千代田町立千代田 3
47 金子　涼真 広島県 東広島市立中央 1
47 山田　竜士 広島県 東広島市立中央 1
47 平田　宗 香川県 香川県立高松北 2
47 山下　丈翔 香川県 香川県立高松北 3
47 高橋　侑臣 高知県 高知県立高知南 1
47 島崎  翔悟 高知県 高知市立一宮 2
47 尾西　大河 佐賀 鳥栖市立鳥栖 2
47 片田　皓之 佐賀 佐賀市立香楠 2
47 本原　晴来 佐賀 鳥栖市立鳥栖 1
47 松本　陸 埼玉県 私立埼玉栄 3
47 荻野　海志 埼玉県 私立埼玉栄 2
47 島袋　希理瑠 埼玉県 私立埼玉栄 1
47 増田　大将 埼玉県 私立埼玉栄 1
47 設楽　大弥 埼玉県 新座市立第三 1
47 横倉　碧燿 埼玉県 所沢市立富岡 2
47 奥山　佳幸 埼玉県 朝霞市立朝霞第五 3
47 山口　太一 三重県 鳥羽市立鳥羽東 3
47 山際　航平 三重県 四日市市立西笹川 3
47 髙塚　晴成 三重県 四日市市立常磐 3
47 丸山　愛斗 三重県 桑名市立多度 3
47 古瀬　稜 三重県 いなべ市立北勢 3
47 弓矢　健人 三重県 いなべ市立大安 2
47 神谷　龍之介 三重県 いなべ市立大安 1
47 吉田　汰洋 三重県 津市立一志 1
47 木村　伍汰 山形県 山形市立第六 2
47 定本　昂己 山口県 周南市立福川 3
47 深澤　昂空 山梨県 南アルプス市立白根東 1
47 平井　友真 山梨県 南アルプス市立白根東 1
47 大村　幸誠 山梨県 韮崎市立韮崎西 2
47 塚田　京 秋田県 秋田市立山王 3
47 加成　京介 秋田県 秋田市立北 1
47 真田　颯大 新潟県 新潟市立巻西 1
47 本名　帝心 新潟県 新潟市立巻西 2
47 久田　独歩 青森県 六戸町立六戸 2
47 櫛引　創太 青森県 青森市立佃 2
47 千葉　妃勇雅 静岡県 三島市立中郷 2
47 高橋　大翔 静岡県 焼津市立港 2
47 宮崎　楓大 石川県 志賀町立志賀 1
47 小川　統己 千葉県 船橋市立船橋 3
47 鶴屋　怜 千葉県 柏市立第二 3
47 砂田　隼兵 千葉県 松戸市立第六 2
47 小野寺  剛志 千葉県 市川市立下貝塚 1
47 山本  健成 千葉県 市川市立第三 3
47 早見　和馬 千葉県 松戸市立栗ヶ沢 3
47 岩田　颯真 千葉県 野田市立第一 3
47 木下　聖斗 千葉県 野田市立第一 2
47 田島　柚希 千葉県 野田市立第一 2
47 田子　依玖真 千葉県 千葉市立若松 2
47 後藤　隼介 千葉県 千葉市立若松 1
47 河内　良樹 大阪府 堺市立南八下 3
47 大石　佳生 大阪府 河内長野市立千代田 3
47 白鳥　慶二郎 長野県 小諸市立芦原 2



47 黒田　啓 長野県 小諸市立芦原 2
47 白鳥　夏希 長野県 佐久市立浅科 2
47 井出　大晟 長野県 上田市立第三 3
47 草本　拓人 島根県 松江市立鹿島 2
47 川井　慧太 東京都 足立区立江北桜 1
47 高橋　海大 東京都 北区立稲付中学校 2
47 中條　天晴 東京都 荒川区立　諏訪台 2
47 中村　虎太郎 東京都 荒川区立第三 2
47 庄司　龍映 東京都 杉並区立高南 3
47 長谷川　虎次郎 栃木県 宇都宮市立陽南 1
47 本橋　知大 栃木県 宇都宮市立若松原 1
47 東川　翼 栃木県 下野市立石橋 2
47 宮﨑　駆 奈良県 香芝市立香芝東 3
47 川添　民生 富山県 滑川市立早月 3
47 佐藤　大夢 福井県 福井市立足羽第一 2
47 我満　大記 福井県 福井市立足羽第一 3
47 浅野　秀彪 福井県 私立敦賀気比付属 3
47 竹内　睦喜 福井県 福井市立至民 3
47 髙山　壱斗 福井県 福井市立至民 3
47 辻  輝喜 福岡県 北九州市立菅生 2
47 宇藤　憲峰 兵庫県 神戸市立星陵台 2
47 伊藤　拳将 北海道 札幌市立琴似 1
47 小川　潤大 北海道 札幌市立向陵 3
47 伊藤　翔哉 北海道 帯広市立第四 3
47 小谷　礼央 和歌山県 和歌山市立楠見 2
47 野村　弥　 和歌山県 田辺市立上秋津 2
47 安達　侑生 和歌山県 和歌山市立河西 3
47 請川　胡大良 和歌山県 和歌山市立紀ノ川 2
53 大野　颯介 愛知県 一宮市立大和南 2
53 藤井　海志 愛知県 刈谷市立雁が音 3
53 丸山  千恵蔵 愛知県 扶桑町立扶桑北 3
53 金子　晴翔 茨城県 阿見町立阿見 1
53 髙橋　倫矢 茨城県 龍ケ崎市市立中根台 3
53 落合　洸太 茨城県 日立市立多賀 3
53 三村　裕也 茨城県 水戸市立第四 2
53 髙橋　歩夢 茨城県 水戸市立第四 3
53 川上  拓治 茨城県 大洗町立南 2
53 田中　康介 岡山県 私立金光学園 1
53 浅野　心 岡山県 笠岡市立笠岡東 1
53 赤嶺　明柳 沖縄県 南風原町立南風原 2
53 亀川　天海 沖縄県 糸満市立潮平 3
53 徳比嘉　未仁 沖縄県 那覇市立鏡原 2
53 後藤　怜生 岐阜県 中津川市立第二 3
53 中嶋　輝 京都 舞鶴市立城北 2
53 尾関　友陽 京都 与謝野町宮津市中学校組合立橋立1
53 高橋　黎 群馬 邑楽町立邑楽 1
53 加藤　遥空 群馬県 太田市立太田 1
53 上村　朋也 群馬県 千代田町立千代田 1
53 深水　小鉄 広島県 東広島市立磯松 3
53 大畑　建斗 広島県 東広島市立松賀 2
53 市原　匠 香川県 高松市立塩江 2
53 井上  葉月 高知県 高知市立一宮 2
53 小野  正之助 佐賀 鳥栖市立鳥栖 2
53 本荘　拓真 埼玉県 久喜市立栗橋西 1
53 森田　魁人 埼玉県 川口市立戸塚西 3
53 金井　暢己 埼玉県 加須市立昭和 2
53 横山　誠悟 埼玉県 白岡市立篠津 1
53 石原　三四郎 埼玉県 入間市立西武 3
53 林　拳進 埼玉県 私立埼玉栄 2



53 小川　琉生 三重県 四日市市立南 3
53 馬渡　宗志 三重県 四日市市立三滝 3
53 工藤　大知 三重県 津市立一志 2
53 小川　陸 山形県 山形市立第七 3
53 齊藤　慧尚 山口県 柳井市立柳井南 1
53 小澤　楽翔 山梨県 甲府市立南 2
53 深澤　颯太 山梨県 南アルプス市立白根巨摩 3
53 大関　寛穂 秋田県 潟上市立天王 3
53 今野　健太郎 秋田県 秋田市立御野場 2
53 保坂　典樹 秋田県 秋田市立泉 2
53 久保田　健斗 新潟県 新潟市立巻東 2
53 本名　一晟 新潟県 新潟市立巻西 2
53 山賀　秀 新潟県 新潟市立巻西 3
53 富田　晏寅 神奈川県 葉山町立町立南郷 1
53 山口　勇太郎 神奈川県 横浜市立　末吉 3
53 宮川　航輔 神奈川県 横須賀市立坂本 3
53 小山内　健 青森県 青森市立油川 3
53 丸山　政陽 静岡 長泉町立長泉 1
53 大石　達也 静岡県 焼津市立大富 1
53 佐藤　壮真 静岡県 浜松市立笠井 1
53 片桐　叶夢 静岡県 浜松市立笠井 2
53 森川　海斗 静岡県 沼津市立大岡 1
53 谷内　謙斗 石川県 志賀町立志賀 3
53 有馬　鉄太 千葉県 松戸市立第六 3
53 後藤　迅秀 千葉県 柏市立第二 2
53 辻本　洸 千葉県 私立八千代松陰 3
53 西島　太智 千葉県 松戸市立河原塚 2
53 佐々木  葵伊 千葉県 野田市立木間ケ瀬 2
53 小沼  魁成 千葉県 野田市立木間ケ瀬 3
53 小嶋　悠斗 千葉県 千葉市立若松 2
53 山路　健心 大阪府 泉南市立西信達 2
53 山路　太心 大阪府 泉南市立西信達 2
53 浜本　歩 大阪府 寝屋川市立第八 3
53 ミランダ  亜廉 大阪府 大阪市立天王寺 3
53 藤原　佑企 大阪府 吹田市立竹見台 3
53 吉田　海耶 長崎県 大村市立郡 3
53 須田　快晴 長崎県 大村市立郡 3
53 焼本　慎 長崎県 私立長崎日本大学 1
53 清水　勇斗 長野県 上田市立第六 3
53 松蔭　汰良 島根県 雲南市立木次 2
53 森井　雄也 東京都 品川私立　鈴ヶ森 1
53 渡辺　咲矢 東京都 町田市立南大谷 3
53 秋葉　大和 東京都 板橋区立第三 3
53 酒向　韻 東京都 私立郁文館 2
53 加賀田　柊生 東京都 杉並区立高南 3
53 米田　祐太郎 徳島県 つるぎ町立貞光 2
53 加藤　佑規 栃木県 宇都宮市立姿川 1
53 本間　裕貴 栃木県 足利市立毛野 2
53 宇野　大翔 栃木県 足利市立北 2
53 保泉　圭吾 栃木県 足利市立第三 2
53 畔上　浩輝 富山県 高岡市立五位 3
53 新鞍　洸太 富山県 滑川市立滑川 2
53 我満　直生 福井県 福井市立足羽第一 1
53 木村　泰洋 福岡 福岡市立平尾 3
53 松尾  直哉 福岡県 北九州市立板櫃 1
53 五十嵐  開 福島県 南会津町立荒海 2
53 園部　瑠伊 福島県 いわき市立湯本第一 2
53 松浦　康治 福島県 いわき市立久ノ浜 3
53 鈴木　崇敏 福島県 いわき市立平第一 3



53 宇藤　彰貴 兵庫県 神戸市立星陵台 3
53 千川　元暉 和歌山県 和歌山市立西浜 1
53 村田　岳飛 和歌山県 和歌山市立西和 3
59 高木　晟至 愛知県 扶桑町立扶桑北 2
59 水沼　湧 愛媛県 松山市立久米 2
59 渡部　泰世 愛媛県 今治市立西 3
59 金子　勇翔 茨城県 阿見町立阿見 1
59 小沼　嵩昇 茨城県 阿見町立竹来 3
59 滝田　康貴 茨城県 大子町立大子 2
59 福田　翔大 茨城県 筑西市立関城 3
59 佐々木　駿 茨城県 大洗町立第一 1
59 窪田  章翔 茨城県 大洗町立南 3
59 澤口  未来路 茨城県 大洗町立南 3
59 小野　健作 岡山県 倉敷市立琴浦 3
59 大城　祐人 沖縄県 浦添市立浦添 2
59 伊計　志暉 沖縄県 那覇市立小禄 2
59 嘉手納　千太 沖縄県 那覇私立興南 2
59 村上　史拓 岩手県 宮古市立河南 3
59 伊藤　麗聖 岩手県 山田町立豊間根 2
59 舘下　胤斗 岩手県 宮古市立津軽石 2
59 中居　渓哉 岩手県 盛岡市立北陵 3
59 及川　太一 岩手県 北上市立南 3
59 高原　崇陽 岐阜県 高山市立東山 2
59 今井　海陽 京都 宮津市立栗田 2
59 都留　暢人 京都府 福知山市立南陵 3
59 吉岡　冬馬 京都府 京丹後市立峰山 3
59 清水　聖矢 群馬 邑楽町立邑楽 3
59 小林　靖弥 群馬県 館林市立多々良 1
59 赤松　光希 群馬県 明和町立明和 3
59 山田　雄大 広島県 東広島市立中央 3
59 正坂　拓武 香川県 香川県立高松北 2
59 西森　聖珠 高知県 私立土佐塾 3
59 宮澤　勘太 埼玉県 加須市立加須西 2
59 鈴木　健斗 埼玉県 春日部市立東 1
59 菊地　一瑳 埼玉県 私立埼玉栄 1
59 野口　慶次朗 埼玉県 川口市立西 2
59 髙松　那央斗 山口県 周南市立太華 3
59 渡辺　大夢 秋田県 三種町立琴丘 2
59 カウティン　スーパー 神奈川県 横須賀基地内キニックハイスクール3
59 飯塚　康太 神奈川県 横浜市市立六角橋 1
59 吉田　珠理 青森県 八戸市立白銀南 3
59 佐藤　春陽 青森県 六戸町立六戸 3
59 水野　真人 静岡県 三島市立北 3
59 奥田　柊王 千葉県 市川市立第五 3
59 倉田  康生 千葉県 野田市立木間ケ瀬 2
59 杉崎  鷹汰 千葉県 野田市立木間ケ瀬 2
59 屶網　剣勝 大阪府 寝屋川市立第五 1
59 新留　圭悟 大阪府 私立同志社香里 2
59 千森　稔矢 大阪府 私立高槻 3
59 大津　颯斗 長崎県 長崎市立東長崎 2
59 濱崎  湧太 長崎県 島原市立有明 3
59 中江　勇太 鳥取県 北栄町立北条 3
59 杉谷　康真 鳥取県 湯梨浜町立北溟 3
59 豊田　崚真 東京都 港区立六本木 3
59 伊藤　大輝 東京都 大田区立　大森第三 1
59 計良　涼介 東京都 私立成立学園 3
59 烏田　将伍 東京都 足立区立千寿桜堤 3
59 永石　亮太 東京都 杉並区立阿佐ヶ谷 3
59 品田　陽平 東京都 私立日本工業大学駒場 3



59 長谷川　丈一郎 栃木県 宇都宮市立陽南 3
59 浜川  龍太 福岡県 北九州市立菅生 1
59 佐々木  敬伍 福岡県 北九州市立戸ノ上 2
59 藤澤  汰陽 福岡県 北九州市立企救 2
59 神谷  雄大 福岡県 嘉麻市立嘉穂 3
59 尾野　咲哉 和歌山県 和歌山市立紀伊 2
59 寺地　智睦 和歌山県 新宮市立緑丘 3
59 稗田　龍 和歌山県 新宮市立緑丘 2
59 高塚　恒輝 和歌山県 新宮市立城南 1
66 前田　卓也 茨城県 阿見町立竹来 3
66 藤田　龍星 茨城県 牛久市立牛久第一 2
66 前田　颯大 茨城県 取手市立第一 3
66 ラザフォード　ライアン　ノボル 沖縄県 私立沖縄カトリック 3
66 仲泊　将太郎 沖縄県 北中城村立北中城 3
66 杉山　真衛 岐阜県 高山市立中山 2
66 高木　駿 宮城県 仙台市立第一 3
66 佐藤　熙一 宮城県 仙台市立三条 3
66 砂賀　星偉 群馬県 館林市立第四 1
66 竹内　友健 埼玉県 越谷市立平方 3
66 五十嵐　文彌 埼玉県 私立埼玉栄 2
66 大泉　宗太郎 埼玉県 白岡市立篠津 3
66 森山　泰志 埼玉県 和光市立広沢 3
66 太田　匠海 三重県 四日市市立桜 3
66 山田　鷹大 三重県 いなべ市立北勢 3
66 山縣　力 山口県 柳井市立柳井 2
66 小宮山　碧波 山梨県 北杜市立高根 2
66 今野　駿輔 秋田県 秋田市立城南 2
66 山口　玲旺 秋田県 秋田市立泉 3
66 波多野　雄真 新潟県 国立新潟大学附属新潟 2
66 鈴木　大樹 神奈川県 厚木市立依知 3
66 山口　耕平 神奈川県 川崎市立白鳥 3
66 川崎　瑛孔 青森県 八戸市立第二 3
66 山口　蓮汰 静岡県 焼津市立大富 3
66 望月　紀希 静岡県 富士市立吉原北 2
66 佐藤  秀一郎 千葉県 私立八千代松陰 1
66 吉田  アラシ 千葉県 市川市立下貝塚 2
66 渡辺  有飛 千葉県 市川市立第ハ 2
66 稲本  喬弘 長崎県 雲仙市立国見 2
66 尾沼　翔太 長野県 小諸市立芦原 2
66 佐々木　徳丸 東京都 大田区立蓮沼 3
66 大橋　嵐士 東京都 大田私立　安方 3
66 遠藤　勇馬 東京都 私立啓明学園 2
66 硎屋　亮太郎 東京都 足立区立青葉 3
66 濱田　豊喜 東京都 私立日本工業大学駒場 2
66 矢作　元貴 東京都 私立日本工業大学駒場 1
66 大塚　詩郎 東京都 私立立教池袋 2
66 三井　正信 福井県 福井市立灯明寺 2
66 山本　晃基 福井県 敦賀市立粟野 3
66 猪狩　雄成 福島県 いわき市立四倉 3
66 高畠　佑弥 兵庫県 神戸市立本多聞 3
66 茂野　吏玖 和歌山県 和歌山市立紀伊 3
66 池端　珠理 和歌山県 和歌山市立東 3
73 内山　椋太 茨城県 かすみがうら市立下稲吉 3
73 横井　悠人 茨城県 阿見町立竹来 3
73 友寄　汰志 沖縄県 名護市立緑風学園 2
73 中村　悠雅 岩手県 盛岡市立見前 2
73 牧　大将 熊本県 熊本市立龍田 2
73 城所　拓馬 群馬県 太田市立太田 2
73 坂上　拓瑠 群馬県 明和町立明和 3



73 岡　大智 香川県 多度津町立多度津 1
73 小柴　伊織 佐賀 鳥栖市立鳥栖 3
73 佐藤　明 埼玉県 坂戸市立住吉 3
73 増谷　瞭 三重県 四日市市立保々 3
73 池田　琢磨 滋賀県 日野町立日野 3
73 出田　匠 神奈川県 伊勢原市立山王 3
73 山根　夏輝 千葉県 佐倉市立根郷 3
73 辻　隼成 千葉県 千葉市立緑町 3
73 西田　衛人 大阪府 枚方市立枚方 3
73 土肥　大空 東京都 大田区立貝塚 1
73 佐藤　大斗 東京都 大田区立東蒲 3
73 北脇　香 東京都 私立日本工業大学駒場 2
73 八木澤　侃永 栃木県 那珂川町立小川 2
73 清水　大輔 富山県 滑川市立早月 3
73 中嶋　亮太 福井県 福井市立藤島 3
73 永沼  和大 福岡県 行橋市立中京 3
73 米田　侑太 北海道 旭川市立明星 3
85 柳生　温 茨城県 阿見町立竹来 2
85 宮本　大聖 茨城県 阿見町立竹来 3
85 野村　尚吾 茨城県 土浦市立第四 1
85 島袋　健裕 沖縄県 読谷村立読谷 2
85 堀　開斗 岐阜県 大垣市立興文 3
85 吉田　奨健 岐阜県 関市立旭ヶ丘 3
85 阿部　邑豪 宮城県 仙台市立田子 2
85 三浦　哲史 京都府 京丹後市立網野 3
85 中里　優斗 群馬県 太田市立太田 3
85 渡邉　奏来 群馬県 千代田町立千代田 1
85 神原　弘渡 香川県 多度津町立多度津 3
85 藤田　匠賢 佐賀 鳥栖市立鳥栖西 2
85 小谷野 祐馬 新潟県 新潟市立濁川 3
85 永野　颯大 青森県 八戸市立下長 2
85 松尾　琉鋳斗 静岡県 藤枝市立広幡 2
85 西川　大智 長野県 上田市立第六 3
85 合田　悠悟 東京都 港区立六本木 3
85 植木　優斗 栃木県 さくら市立氏家 1
85 久保　裕次郎 和歌山県 新宮市立緑丘 3

110 荒木　亮太 愛知県 愛西市立佐織西 3
110 南寿　駿 愛知県 江南市立北部 3
110 井上　響 愛媛県 西予市立三瓶 2
110 新井　裕太 茨城県 龍ケ崎市立城ノ内 3
110 山口　航平 茨城県 阿見町立竹来 2
110 湯原　隆成 茨城県 阿見町立竹来 3
110 長洲  智也 茨城県 大洗町立南 3
110 梅田　海星 秋田県 潟上市立天王 3
110 山本  光希 千葉県 市川市立第五 2
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