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階級順 階級 選手 姓 選手 名 ふり 姓 ふり 名 学年

1 50 岡山 古家野 蓮 こやの れん 3
2 50 岡山 松田 哲大 まつだ てった 2
3 50 広島 原田 一 はらだ はじめ 1
4 50 広島 義田 省悟 よしだ しょうご 2
5 50 山口 戸髙 光陽 とだか こうよう 3
6 50 山口 谷口 聖翔 たにぐち せいと 2
7 50 徳島 庄司 秀 しょうじ みのる 2
8 50 徳島 中津 悠斗 なかつ ゆうと 1
9 50 香川 山根 典哲 やまね のりあき 2

10 50 香川 糸川 昌 いとがわ あき 3
11 50 愛媛 塩崎 泰隆 しおざき やすたか 2
12 50 愛媛 増田 大和 ますだ やまと 2
13 50 福岡 川口 涼 かわぐち りょう 3
14 50 福岡 松尾 拓哉 まつお たくや 1
15 50 佐賀 江下 和希 えした かずき 3
16 50 佐賀 谷口 将樹 たにぐち まさき 2
17 50 長崎 大場 祥平 おおば しょうへい 1
18 50 熊本 中尾 蓮 なかお れん 1
19 50 熊本 内田 翔真 うちだ しょうま 1
20 50 大分 鈴木 翔也 すずき しょうや 2
21 50 大分 清家 正平 せいけ しょうへい 3
22 50 宮崎 瀬ノ口 巧 せのくち たくむ 2
23 50 宮崎 中石 皓大 なかいし こうだい 1
24 50 鹿児島 堂原 康世 どうはら こうせい 1
25 50 鹿児島 中﨑 円太 なかさき えんた 1
26 50 沖縄 與那嶺 琉馬 よなみね りょうま 3
27 50 沖縄 與那嶺 壮 よなみね そう 1
28 50 北海道 清水 賢亮 しみず けんすけ 3
29 50 青森 荒道 豊樹 あらみち とよき 1
30 50 岩手 大槌 輝 おおづち あきら 3
31 50 岩手 名久井 涼平 なくい りょうへい 3
32 50 宮城 三條 涼 さんじょう りょう 3
33 50 宮城 木皿 尊 きさら みこと 2
34 50 秋田 山谷 洸芽 やまや こうが 3
35 50 山形 庄司 奈央 しょうじ なお 3
36 50 福島 栗原 弘太 くりはら こうた 3
37 50 福島 原 清亜 はら せいあ 3
38 50 茨城 佐々木 修斗 ささき しゅうと 2
39 50 茨城 太田 晴也 おおた せいや 1
40 50 栃木 松本 秀介 まつもと しゅうすけ 3
41 50 栃木 滝田 和輝 たきた かずき 2
42 50 群馬 木村 智洋 きむら ちひろ 3
43 50 群馬 清水 翼 しみず つばさ 3
44 50 埼玉 小野寺 大輝 おのでら だいき 2
45 50 埼玉 田下 奏樹 たした そうじゅ 1
46 50 千葉 竹下 雄登 たけした　 ゆうと 2
47 50 千葉 天野 友佑 あまの ゆうすけ 3
48 50 東京 塩谷 優 しおたに ゆう 1
49 50 東京 菅沼 碧久 すがぬま りく 1
50 50 神奈川 小林 拓巳 こばやし たくみ 3
51 50 神奈川 鈴木 舜人 すずき みつひと 3
52 50 山梨 樋川 悠作 ﾋｶﾜ ﾕｳｻｸ 2
53 50 山梨 柏木 優京 かしわぎ うきょう 2
54 50 新潟 齋藤 成龍 さいとう なるとし 2
55 50 新潟 近藤 優希 こんどう ゆうき 3
56 50 富山 冨川 悠登 とみかわ ゆうと 2
57 50 富山 伊藤 維音 いとう いおん 3
58 50 石川 中村 晟悠 なかむら せいゆう 3
59 50 石川 中本 裕斗 なかもと ゆうと 1
60 50 福井 野坂 晃誠 のさか こうせい 1
61 50 福井 松﨑 守俊 まつざき もりとし 2
62 50 長野 黒田 智輝 くろだ ともき 2
63 50 長野 岡本 莉生 おかもと りき 1
64 50 岐阜 松井 謙 まつい けん 2
65 50 岐阜 杉原 慶治 すぎはら けいじ 2
66 50 静岡 堤 孔一 つつみ こういち 2
67 50 静岡 佐々木 航 ささき わたる 2
68 50 愛知 榊原 新大 さかきばら あらた 3
69 50 愛知 小木曽 司 おぎそ つかさ 2
70 50 三重 弓矢 暖人 ゆみや はると 1
71 50 三重 伊東 倫太郎 いとう りんたろう 3
72 50 滋賀 高橋 斗真 たかはし とうま 2
73 50 滋賀 安岡 絢都 やすおか あやと 3
74 50 京都 藤原 祐真 ふじわら ゆうま 3
75 50 京都 福島 利樹 ふくしま りき 3
76 50 大阪 岡本 明大 おかもと あきひろ 3
77 50 大阪 駒井 大輝 こまい たいき 1
78 50 大阪 樫元 一 かしもと はじめ 3
79 50 兵庫 後 翔斗 うしろ しょうと 2
80 50 兵庫 廣瀬 陸 ひろせ りく 2
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81 50 奈良 枡本 空 ますもと そら 3
82 50 奈良 松岡 大誠 まつおか たいせい 2
83 50 和歌山 岡本 景虎 おかもと かげとら 2
84 50 和歌山 綾江 晃希 あやえ こうき 3
85 50 鳥取 本田 祥太郎 ほんだ しょうたろう 2
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1 55 愛媛 曽我部 京太郎 そがべ きょうたろう 1
2 55 愛媛 林 謙太郎 はやし けんたろう 3
3 55 高知 近藤 承 こんどう じょう 1
4 55 高知 岡田 永遠 おかだ とわ 2
5 55 福岡 北原 一晃 きたはら かずあき 3
6 55 福岡 髙松 翔 たかまつ しょう 3
7 55 佐賀 井上 勇建朗 いのうえ ゆうたろう 2
8 55 佐賀 北村 元気 きたむら げんき 3
9 55 熊本 山﨑 裕大 やまさき　 ひろと 3

10 55 熊本 関 龍征 せき りゅうせい 1
11 55 大分 高畑 海斗 たかはた かいと 3
12 55 大分 高山 天斗 たかやま たかと 2
13 55 宮崎 萩原 健太 はぎわら けんた 3
14 55 宮崎 横田 青矢 よこた せいや 3
15 55 鹿児島 中島 蓮 なかしま れん 3
16 55 鹿児島 高木 玲 たかぎ れい 3
17 55 沖縄 徳比嘉 二仁 とくひが にいと 2
18 55 沖縄 比嘉 凱斗 ひが かいと 2
19 55 北海道 小倉 鼓太郎 おぐら こたろう 2
20 55 岩手 中村 歩 なかむら あゆむ 3
21 55 岩手 湯山 康平 ゆやま こうへい 2
22 55 宮城 菊地 颯斗 きくち はやと 3
23 55 宮城 小野寺 諒真 おのでら りょうま 2
24 55 秋田 島谷 侃 しまや すなお 2
25 55 山形 土屋 出 つちや いずる 3
26 55 山形 赤荻 清志郎 あかおぎ きよしろう 1
27 55 茨城 河野 恭利 かわの たかとし 3
28 55 茨城 三井 潤 みつい じゅん 1
29 55 栃木 松本 寛太 まつもと かんた 3
30 55 栃木 浅野 吉崇 あさの よしたか 3
31 55 群馬 馬渡 迅 まわたり じん 2
32 55 群馬 藤倉 健吾 ふじくら けんご 3
33 55 埼玉 藤田 颯 ふじた はやと 1
34 55 埼玉 内田 創太郎 うちだ そうたろう 2
35 55 千葉 宇戸平 莞爾 うどひら　 かんじ 1
36 55 千葉 秋津 瑠 あきつ りゅう 1
37 55 東京 岩野 駿 いわの しゅん 2
38 55 東京 神山 隼太 こうやま はやた 2
39 55 神奈川 権瓶 昇栄 ごんぺい しょうえい 3
40 55 神奈川 青柳 諒 あおやぎ りょう 2
41 55 山梨 稲葉 海人 いなば かいと 3
42 55 山梨 松本 健新 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 2
43 55 新潟 須佐 兼秀 すさ けんしゅう 3
44 55 新潟 金子 圭 かねこ けい 3
45 55 富山 坂木 響 さかき ひびき 1
46 55 富山 須永 陽 すなが あたる 1
47 55 石川 中村 晟笙 なかむら せいしょう 3
48 55 石川 坂井 来喜 さかい るき 3
49 55 福井 野坂 優太 のさか ゆうた 2
50 55 福井 大前 亮太 おおまえ りょうた 1
51 55 長野 大橋 寛介 おおはし かんすけ 2
52 55 長野 曽根 敬次郎 そね けいじろう 1
53 55 岐阜 岩 智基 いわ ともき 1
54 55 岐阜 有賀 丈竜 ありが たける 1
55 55 静岡 手塚 直巳 てづか なおみ 3
56 55 静岡 山口 叶汰 やまぐち かなた 2
57 55 愛知 小川 力 おがわ りき 3
58 55 愛知 髙橋 由都 たかはし ゆうと 2
59 55 三重 加藤 万豊 かとう かずと 3
60 55 三重 飯田 蓮 いいだ れん 1
61 55 滋賀 小泉 民旺 こいずみ たみお 3
62 55 滋賀 森東 誠二 もりとう せいじ 3
63 55 京都 芹沢 雄生 せりざわ ゆうき 1
64 55 京都 中生 怜也 なかしょう れいや 1
65 55 大阪 中元 剛 なかもと つよし 3
66 55 大阪 西原 亘紀 にしはら こうき 2
67 55 大阪 吉村 玲音 よしむら れおん 1
68 55 兵庫 上 太一 うえ たいち 3
69 55 兵庫 井本 雄也 いもと ゆうや 3
70 55 奈良 樋野 友哉 ひの ともや 2
71 55 奈良 福田 悠李 ふくだ ゆうり 2
72 55 和歌山 谷口 虎徹 たにぐち こてつ 1
73 55 和歌山 方杭 龍海 かたくい たつみ 2
74 55 鳥取 小川 元気 おがわ げんき 3
75 55 島根 澤谷 孟 さわたに ばん 2
76 55 島根 藤原 玄人 ふじわら けんと 2
77 55 岡山 藤原 輝大 ふじわら こうた 2
78 55 岡山 塚岡 達也 つかおか たつや 1
79 55 広島 河名 真偉斗 かわな まいと 3
80 55 山口 柳田 昂哉 やなぎだ こうすけ 2
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81 55 山口 渡辺 廉平 わたなべ れんぺい 3
82 55 徳島 大久保 誠 おおくぼ まこと 3
83 55 徳島 岡地 直哉 おかち なおや 3
84 55 香川 神原 諒 かんばら まこと 2
85 55 香川 髙嶋 悠人 たかしま ゆうと 1
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1 60 大分 橋本 琉雅 はしもと りゅうが 3
2 60 大分 橋本 海斗 はしもと かいと 2
3 60 宮崎 吉村 興貴 よしむら こうき 3
4 60 宮崎 中村 真広 なかむら まひろ 2
5 60 鹿児島 前田 敦哉 まえだ あつや 3
6 60 鹿児島 肥後 碧葉 ひご あおば 2
7 60 沖縄 新垣 将吾 あらかき しょうご 3
8 60 沖縄 津嘉山 太志 つかやま たいし 3
9 60 北海道 大和田 侑 おおわだ ゆう 2

10 60 岩手 浅沼 竜 あさぬま りょう 3
11 60 岩手 上野 裕輔 うわの ゆうすけ 3
12 60 宮城 加藤 聖 かとう せい 3
13 60 宮城 鈴木 雷人 すずき らいと 1
14 60 秋田 佐藤 旭 さとう あさひ 3
15 60 山形 池田 龍斗 いけだ りゅうと 3
16 60 茨城 鈴木 海斗 すずき かいと 2
17 60 茨城 武井 研太 たけい けんた 2
18 60 栃木 上村 悠 うえむら ゆう 3
19 60 栃木 岩﨑 智哉 いわさき ともや 2
20 60 群馬 岩﨑 圭吾 いわさき けいご 3
21 60 群馬 薗田 仁紀 そのだ まさのり 2
22 60 埼玉 村島 克哉 むらしま かつや 2
23 60 埼玉 萩原 大和 はぎわら やまと 1
24 60 千葉 山口 海輝 やまぐち　 かいき 3
25 60 千葉 谷口 日向 たにぐち　 ひゅうが 3
26 60 東京 畑 将太郎 はた しょうたろう 2
27 60 東京 林 笑生 はやし しょうき 2
28 60 神奈川 和久 巧凌 わく こうりょう 3
29 60 神奈川 小田嶋 大樹 おだしま だいき 2
30 60 山梨 矢部 晴翔 やべ はると 1
31 60 山梨 大佐古 海斗 ｵｵｻｺ ｶｲﾄ 3
32 60 新潟 髙橋 郁海 たかはし いくみ 3
33 60 新潟 梅田 佳暉 うめだ よしき 3
34 60 富山 竹沢 利紀 たけざわ りき 3
35 60 富山 門島 海晟 かどしま かいせい 2
36 60 石川 張原 夕斗 はりはら ゆうと 3
37 60 石川 小林 正季 こばやし まさき 2
38 60 福井 平野 大河 ひらの たいが 2
39 60 福井 窪田 廉大 くぼた れんた 3
40 60 長野 山﨑 万里 やまざき ばんり 2
41 60 長野 高橋 秀太 たかはし しゅうた 3
42 60 岐阜 二俣 友明 ふたまた ともあき 3
43 60 岐阜 竹内 玲音 たけうち れおん 1
44 60 静岡 堤 泰樹 つつみ たいき 2
45 60 静岡 秋山 拓未 あきやま たくみ 3
46 60 愛知 佐藤 元紀 さとう げんき 3
47 60 愛知 遠藤 龍明 えんどう たつあき 2
48 60 三重 徳力 貫太 とくりき かんた 2
49 60 三重 山本 真聖 やまもと しんせい 3
50 60 滋賀 石井 涼馬 いしい りょうま 3
51 60 滋賀 森東 大樹 もりとう だいき 1
52 60 京都 土井 璃音 どい りおん 2
53 60 京都 早山 光 はやま ひかる 2
54 60 大阪 岸田 宝來 きしだ たから 2
55 60 大阪 阿部 光希 あべ みつき 3
56 60 大阪 鳥羽 隆行 とば たかゆき 3
57 60 兵庫 山 慶次郎 やま けいじろう 3
58 60 兵庫 宮本 幹太 みやもと かんた 3
59 60 奈良 田中 凱斗 たなか かいと 3
60 60 奈良 杉本 舜 すぎもと しゅん 2
61 60 和歌山 大植 悠生 おおうえ ゆうき 3
62 60 和歌山 中村 緋水 なかむら ひすい 1
63 60 鳥取 杉内 皇暉 すぎうち おうき 3
64 60 島根 西田 達哉 にした たつや 3
65 60 岡山 井形 尚揮 いがた しょうき 3
66 60 岡山 仕田原 佑輔 しだはら ゆうすけ 2
67 60 広島 原田 悠太朗 はらだ　 ゆうたろう 3
68 60 広島 石丸 椋太郎 いしまる りょうたろう 2
69 60 山口 杉原 匠翔 すぎはら たくと 3
70 60 山口 牧野 祥大 まきの しょうた 2
71 60 徳島 住友 成弥 すみとも まさや 3
72 60 徳島 八木 玲緒 やぎ れお 2
73 60 香川 髙尾 理久 たかお りく 3
74 60 香川 竹下 航生 たけした こうせい 1
75 60 愛媛 伊藤 由信 いとう よしのぶ 2
76 60 愛媛 加藤 巽也 かとう たつや 3
77 60 高知 藤岡 紀慎 ふじおか きしん 2
78 60 高知 鎌田 宗太朗 かまだ そうたろう 1
79 60 福岡 田縁 真大 たぶち まひろ 3
80 60 福岡 山下 善 やました ぜん 3
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81 60 佐賀 小柴 亮太 こしば りょうた 3
82 60 佐賀 大園 悠悟 おおぞの ゆうご 3
83 60 長崎 寺田 凌介 てらだ りょうすけ 3
84 60 長崎 岡田 隼季 おかだ としき 2
85 60 熊本 吉永 信太郎 よしなが　 しんたろう 3
86 60 熊本 西村 龍二 にしむら りゅうじ 2
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1 66 岩手 伊五澤 優平 いごさわ ゆうへい 3
2 66 岩手 佐々木 涼 ささき りょう 2
3 66 宮城 鈴木 淳斗 すずき じゅんと 1
4 66 宮城 矢野 旦陽 やの あさひ 2
5 66 秋田 米澤 凌 よねざわ りょう 3
6 66 秋田 工藤 平良 くどう たいら 3
7 66 山形 佐藤 克海 さとう かつみ 3
8 66 福島 近野 雄一郎 こんの ゆういちろう 3
9 66 福島 佐藤 諒太 さとう りょうた 2

10 66 茨城 藤田 光星 ふじた こうせい 2
11 66 茨城 大和田 勝也 おおわだ かつや 2
12 66 栃木 磯 次郎 いそ じろう 3
13 66 栃木 針ケ谷 光輝 はりがい こうき 2
14 66 群馬 谷津 龍斗 やつ りゅうと 2
15 66 群馬 金沢 勇輝 かなざわ ゆうき 3
16 66 埼玉 藤田 悠 ふじた ゆう 3
17 66 埼玉 佐長 拓未 さなが たくみ 2
18 66 千葉 高田 煕 たかた ひかる 1
19 66 千葉 山倉 孝介 やまくら　 こうすけ 1
20 66 東京 松本 駿太 まつもと しゅんた 3
21 66 東京 田中 宙 たなか そら 1
22 66 神奈川 山下 かいる やました かいる 3
23 66 神奈川 デンジャーフィールド コーネリアス・ザイオン でんじゃーふぃーるど こーねりあす・ざいおん 2
24 66 山梨 安楽 龍馬 あんらく りょうま 3
25 66 山梨 清水 翔斗 しみず しょうと 3
26 66 新潟 鈴木 一成 すずき かずなり 3
27 66 新潟 若林 奏音 わかばやし かなめ 2
28 66 富山 坂本 岳 さかもと がく 3
29 66 富山 那須川 剛 なすかわ ごう 2
30 66 石川 張原 大斗 はりはら ひろと 1
31 66 石川 安田 俊太郎 やすだ しゅんたろう 1
32 66 福井 松居 俊伍 まつい しゅんご 1
33 66 福井 水上 敦貴 みずかみ あつき 2
34 66 長野 稲葉 洋人 いなば ひろと 2
35 66 長野 髙見澤 佳祐 たかみざわ けいすけ 3
36 66 岐阜 谷口 空良 たにぐち そら 3
37 66 岐阜 藤井 泰魁 ふじい たいき 2
38 66 静岡 堤 滋樹 つつみ しげき 2
39 66 静岡 森川 陽斗 もりかわ はると 2
40 66 愛知 鶴見 拓三 つるみ たくみ 3
41 66 愛知 表 将司 おもて まさし 3
42 66 三重 太田 陸斗 おおた りくと 2
43 66 三重 山﨑 然生 やまさき ぜんしょう 1
44 66 滋賀 富田 塁 とみた るい 3
45 66 滋賀 太田 迅 おおた じん 3
46 66 京都 谷利 太雅 たにかが たいが 3
47 66 京都 槇山 晴樹 まきやま はるき 3
48 66 大阪 池田 大 いけだ だい 3
49 66 大阪 轟 諒弥 とどろき りょうや 2
50 66 大阪 西尾 公希 にしお こうき 3
51 66 兵庫 外園 直哉 ほかぞの なおや 3
52 66 兵庫 永松 麗 ながまつ れい 2
53 66 奈良 水口 竣介 みずぐち しゅんすけ 2
54 66 奈良 辰巳 龍一 たつみ りゅういち 2
55 66 和歌山 谷口 智紀 たにぐち ともき 2
56 66 和歌山 房本 拓 ふさもと たく 1
57 66 鳥取 井勢 珠維 いせ しゅい 2
58 66 島根 室山 慶也 むろやま けいや 1
59 66 岡山 松田 隆希 まつだ りゅうき 3
60 66 岡山 光岡 泰宏 みつおか やすひろ 3
61 66 広島 山本 晴日 やまもと はるひ 2
62 66 山口 金子 竜聖 かねこ りゅうせい 3
63 66 山口 遠藤 幸喜 えんどう こうき 3
64 66 徳島 川原 大夢 かわはら ひろむ 2
65 66 徳島 宮川 柊 みやがわ しゅう 1
66 66 香川 西川 竣介 にしかわ しゅんすけ 3
67 66 香川 葛岡 海斗 くずおか かいと 1
68 66 愛媛 向井 克典 むかい かつのり 3
69 66 愛媛 中井 龍也 なかい たつや 3
70 66 高知 川上 龍希 かわかみ りゅうき 2
71 66 高知 大岩 龍司 おおいわ りゅうじ 3
72 66 福岡 小早川 莉央 こばやかわ りお 3
73 66 福岡 福井 来太 ふくい らいた 2
74 66 佐賀 草野 竜平 くさの りゅうへい 3
75 66 佐賀 大園 涼太 おおぞの りょうた 2
76 66 長崎 宮野 京介 みやの きょうすけ 2
77 66 長崎 松尾 浩成 まつお こうせい 2
78 66 熊本 大野 恵太郎 おおの　 けいたろう 2
79 66 熊本 田中 春輝 たなか　 はるき 3
80 66 大分 加倉 大地 かくら だいち 3
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81 66 大分 地本 栄樹 ちもと しげき 3
82 66 宮崎 坂元 怜太 さかもと れいた 3
83 66 宮崎 山中 大門 やまなか だいもん 3
84 66 鹿児島 柳 翔馬 やなぎ しょうま 3
85 66 鹿児島 田中 幸希 たなか こうき 3
86 66 沖縄 宮城 海 みやぎ かい 3
87 66 沖縄 仲泊 勇之介 なかどまり ゆうのすけ 1
88 66 北海道 村上 銀太 むらかみ ぎんた 2
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1 74 福島 小松 維真 こまつ いしん 3
2 74 福島 宍戸 拓海 ししど たくみ 2
3 74 茨城 髙森 新世 たかもり しんせい 2
4 74 茨城 深作 駿人 ふかさく はやと 3
5 74 栃木 田代 英才 たしろ てるまさ 3
6 74 栃木 藤田 琉樹也 ふじた るきや 2
7 74 群馬 阿部 光 あべ ひかる 1
8 74 群馬 菅原 未貴也 すがわら みきや 3
9 74 埼玉 大渕 大聖 おおぶち たいせい 3

10 74 埼玉 栃倉 健人 とちくら けんと 1
11 74 千葉 井筒 勇人 いづつ ゆうと 3
12 74 千葉 山田 脩 やまだ しゅう 1
13 74 東京 今村 大地 いまむら だいち 2
14 74 東京 松本 達哉 まつもと たつや 2
15 74 神奈川 ソロモン リオン 竜也 そろもん りおん　たつや 3
16 74 神奈川 小渕 真暉 おぶち まさき 3
17 74 山梨 小林 大悟 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｺﾞ 2
18 74 山梨 笹本 雅人 ささもと まさと 3
19 74 新潟 髙井 優樹 たかい ゆうき 3
20 74 新潟 眞田 幸樹 さなだ こうじゅ 2
21 74 富山 熊藤 友哉 くまふじ ともや 3
22 74 富山 松井 駿斗 まつい はやと 2
23 74 石川 英 佳祐 あなた けいすけ 3
24 74 石川 田中 勇穂 たなか ゆうほ 3
25 74 福井 小西 温也 こにし あつや 2
26 74 福井 窪田 大羅 くぼた だいら 1
27 74 長野 竹内 祐斗 たけうち ゆうと 3
28 74 長野 高橋 信晃 たかはし のぶあき 2
29 74 岐阜 三木 翔永 みつき しょうえい 1
30 74 岐阜 春日井 湧雅 かすがい ゆうが 2
31 74 静岡 丸山 純樹 まるやま あやな 3
32 74 静岡 長島 颯己 ながしま さつき 3
33 74 愛知 丸目 哲郎 まるめ てつろう 3
34 74 愛知 小舩 賢登 こぶね けんと 3
35 74 三重 基山 仁太郎 もとやま じんたろう 3
36 74 三重 植木 秀信 うえき ひでのぶ 3
37 74 滋賀 中川 凱公 なかがわ よしまさ 3
38 74 滋賀 古道 寛磨 ふるみち かんま 3
39 74 京都 伊藤 朱里 いとう しゅり 3
40 74 京都 永野 志門 ながの しもん 3
41 74 大阪 越智 公平 おち こうへい 3
42 74 大阪 中川 秀昌 なかがわ ひであき 3
43 74 大阪 田中 健太 たなか けんた 2
44 74 兵庫 神澤 翔 かみざわ しょう 3
45 74 兵庫 樋口 徹心 ひぐち てっしん 2
46 74 奈良 椎野 里志 しいの さとし 3
47 74 奈良 毛利 太紀 もうり たいき 2
48 74 和歌山 内田 貴斗 うちだ たかと 2
49 74 和歌山 辻岡 稔基 つじおか としき 2
50 74 鳥取 若原 大輝 わかはら だいき 3
51 74 島根 青山 夢斗 あおやま ゆめと 2
52 74 岡山 木村 祐介 きむら ゆうすけ 3
53 74 岡山 中田 翔輝 なかだ しょうき 2
54 74 広島 平田 拳士 ひらた けんじ 2
55 74 広島 加藤 光貴 かとう こうき 2
56 74 山口 荒川 廣貴 あらかわ こうき 3
57 74 山口 安永 禅 やすなが ぜん 2
58 74 徳島 中下 幸星 なかした こうせい 1
59 74 徳島 續 敬介 つづき けいすけ 3
60 74 香川 日下 尚 くさか なお 2
61 74 香川 岩井 僚亮 いわい りょうすけ 3
62 74 愛媛 菅原 魁一 すがわら かいち 3
63 74 愛媛 深見 裕斗 ふかみ ゆうと 3
64 74 高知 近藤 泰伯 こんどう やすのり 3
65 74 高知 岡邑 陽向 おかむら ひなた 2
66 74 福岡 荒川 琳 あらかわ りん 2
67 74 福岡 中川 大樹 なかがわ だいき 3
68 74 佐賀 諏訪間 新之亮 すわま しんのすけ 2
69 74 佐賀 青木 竜也 あおき りょうや 3
70 74 長崎 金子 将大 かねこ しょうと 3
71 74 熊本 小栁 勇斗 こやなぎ　 ゆうと 3
72 74 熊本 荒木 和希 あらき かずき 2
73 74 大分 大濵 裕騎 おおはま ゆうき 3
74 74 大分 梶野 匠皇 かじの しょうこう 3
75 74 宮崎 結城 隆登 ゆうき りゅうと 3
76 74 宮崎 矢野 寛太 やの かんた 3
77 74 鹿児島 坂野 秀尭 さかの ひでたか 3
78 74 鹿児島 東 和希 ひがし かずき 2
79 74 沖縄 米須 章仁 こめす あきひと 3
80 74 沖縄 新里 慶太 しんざと けいた 2
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81 74 北海道 安藤 竜一郎 あんどう りゅういちろう 2
82 74 青森 古川 隼彬 こがわ はやもり 3
83 74 岩手 藤澤 考駿 ふじさわ こうしゅん 3
84 74 岩手 青田 潤 あおた じゅん 3
85 74 宮城 庄子 優斗 しょうじ ゆうと 3
86 74 宮城 高橋 裕司 たかはし ゆうじ 1
87 74 秋田 小野 文聖 おの あやと 3
88 74 山形 池田 貫太郎 いけだ かんたろう 3
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1 84 東京 北 英将 きた えいすけ 3
2 84 東京 島田 京介 しまだ きょうすけ 2
3 84 神奈川 奈須川 良太 なすかわ りょうた 3
4 84 神奈川 植田 晃輔 うえだ こうすけ 2
5 84 山梨 古川 裕貴 こがわ ゆうき 3
6 84 山梨 大野 健太 ｵｵﾉ ｹﾝﾀ 3
7 84 新潟 岡田 達磨 おかだ たつま 2
8 84 富山 前川 侑介 まえかわ ゆうすけ 3
9 84 富山 赤井 虎太郎 あかい こたろう 1

10 84 石川 坂本 享也 さかもと きょうや 2
11 84 石川 宮田 慎之介 みやた しんのすけ 1
12 84 福井 寺地 怜央 てらち れお 2
13 84 福井 岡田 竜矢 おかだ たつや 2
14 84 長野 田口 伊織 たぐち いおり 3
15 84 長野 フレイタス ケンジ ふれいたす けんじ 3
16 84 岐阜 谷崎 匠 たにざき たくみ 3
17 84 岐阜 谷崎 大造 たにざき だいぞう 1
18 84 静岡 杉山 裕紀 すぎやま ゆうき 2
19 84 静岡 廣田 晋太朗 ひろた しんたろう 3
20 84 愛知 松田 泰地 まつだ たいち 2
21 84 愛知 市原 元飛 いちはら げんと 2
22 84 三重 西山 玲太 にしやま れいた 3
23 84 三重 石井 健斗 いしい けんと 3
24 84 滋賀 中川 優斗 なかがわ ゆうと 2
25 84 滋賀 福井 塔也 ふくい とうや 2
26 84 京都 髙橋 夢大 たかはし ゆうだい 1
27 84 京都 浅野 楓 あさの かえで 3
28 84 大阪 井上 蓮汰 いのうえ れんた 3
29 84 大阪 宮島 陸斗 みやじま りくと 2
30 84 大阪 柴田 梓温 しばた しおん 2
31 84 兵庫 前川 晃毅 まえかわ こうき 3
32 84 兵庫 エクワンチ ムナチマイケル えくわんち むなちまいける 2
33 84 奈良 西川 凌雅 にしかわ りょうが 2
34 84 奈良 森田 章義 もりた あきよし 2
35 84 和歌山 中西 大翔 なかにし ひろと 1
36 84 和歌山 中野 星矢 なかの せいや 3
37 84 島根 岡 修人 おか しゅうと 2
38 84 岡山 藤井 海斗 ふじい かいと 3
39 84 岡山 寺岡 大介 てらおか だいすけ 2
40 84 広島 向井 識起 むかい さとき 3
41 84 山口 繁友 廉 しげとも れん 3
42 84 徳島 門田 龍也 かどた りゅうや 3
43 84 徳島 竹内 惣 たけうち そう 2
44 84 香川 田中 勝大 たなか まさひろ 1
45 84 香川 中谷 直生 なかたに なおき 2
46 84 愛媛 掛水 力 かけみず りき 1
47 84 愛媛 是澤 新 これさわ あらた 3
48 84 高知 新開 直明 しんがい なおあき 3
49 84 福岡 棚町 樹海哉 たなまち きみや 3
50 84 福岡 橋本 昂佑 はしもと こうすけ 3
51 84 佐賀 松枝 旋吏 まつえだ せんり 2
52 84 佐賀 北村 勇気 きたむら ゆうき 1
53 84 長崎 大津 拓馬 おおつ たくま 3
54 84 熊本 河津 佑季 かわづ　 ゆうき 3
55 84 熊本 丸山 賢太 まるやま けんた 2
56 84 大分 高畠 英史 たかはた えいし 3
57 84 大分 河野 誠也 かわの せいや 2
58 84 宮崎 分田 豪 わけだ ごう 3
59 84 宮崎 山元 優征 やまもと ゆうせい 3
60 84 鹿児島 小田桐 豊 おだぎり ゆたか 3
61 84 鹿児島 瀬戸口 優聖 せとぐち ゆうせい 2
62 84 沖縄 仲程 生竜 なかほど きりゅう 3
63 84 岩手 大久保 航汰 おおくぼ こうた 3
64 84 岩手 阿部 晴喜 あべ はるき 3
65 84 宮城 高山 未来 たかやま みらい 2
66 84 宮城 曽根 康太郎 そね こうたろう 1
67 84 秋田 山田 修太郎 やまだ しゅうたろう 3
68 84 山形 今野 港斗 こんの みなと 3
69 84 山形 鈴木 爽元 すずき そうが 1
70 84 福島 佐瀬 裕紀 さぜ ゆうき 3
71 84 福島 星 寛斗 ほし ひろと 3
72 84 茨城 山崎 祥平 やまざき しょうへい 2
73 84 茨城 宮田 大地 みやた だいち 2
74 84 栃木 市川 アンディ いちかわ あんでぃ 1
75 84 栃木 大橋 輝 おおはし ひかる 2
76 84 群馬 玉岡 颯斗 たまおか はやと 1
77 84 群馬 安齊 勇馬 あんざい ゆうま 3
78 84 埼玉 狩野 優 かりの ゆう 3
79 84 千葉 奧井 真吉 おくい しんきち 2
80 84 千葉 丸山 蒼生 まるやま　 あおい 2
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1 96 福井 曽木 龍太 そぎ りゅうた 3
2 96 福井 松村 太郎 まつむら たろう 2
3 96 長野 伊藤 慧亮 いとう けいすけ 2
4 96 長野 小林 龍太 こばやし りゅうた 2
5 96 岐阜 岡田 英将 おかだ ひでまさ 3
6 96 静岡 山本 壮汰 やまもと そうた 3
7 96 静岡 佐野 斗哉 さの とうや 3
8 96 愛知 牟田 浩都 むた ひろと 3
9 96 愛知 平野 弾輝 ひらの はずき 2

10 96 三重 木本 智紘 きもと ちひろ 3
11 96 三重 藪 銀次 やぶ ぎんじ 3
12 96 滋賀 山田 涼介 やまだ りょうすけ 3
13 96 滋賀 井手 翔馬 いで しょうま 3
14 96 京都 水間 鎮 みずま まもる 3
15 96 京都 脇田 泰之 わきた やすゆき 3
16 96 大阪 北岡 泰光 きたおか やすみつ 3
17 96 大阪 吉田 郁矢 よしだ ふみや 3
18 96 大阪 渡瀬 歩夢 わたせ あゆむ 2
19 96 兵庫 瀬川 いぶき せがわ いぶき 1
20 96 奈良 大東 陸 おおひがし りく 3
21 96 和歌山 垣内 大征 かきうち たいせい 3
22 96 和歌山 東 直樹 ひがし なおき 3
23 96 島根 遠藤 ユウ えんどう ゆう 3
24 96 岡山 目黒 優太 めぐろ ゆうた 1
25 96 岡山 松浦 悠介 まつうら ゆうすけ 3
26 96 広島 道免 陸哉 どうめん りくや 3
27 96 山口 上田 悠真 うえだ ゆうま 2
28 96 徳島 竹内 大将 たけうち だいすけ 3
29 96 徳島 篠原 直樹 しのはら なおき 2
30 96 香川 奥野 蓮 おくの れん 3
31 96 香川 前川 優太 まえかわ ゆうた 2
32 96 愛媛 今城 龍俊 いまじょう りゅうしゅん 3
33 96 愛媛 阿部 階喜 あべ かいき 2
34 96 高知 中西 竜帆 なかにし りゅうほ 3
35 96 高知 木村 海騎 きむら かいき 3
36 96 福岡 本木 臣代士 ほんき とむよし 3
37 96 福岡 大黒 颯斗 だいこく はやと 3
38 96 佐賀 中村 亜靖 なかむら あつや 3
39 96 佐賀 芹川 力亜 せりかわ りきあ 1
40 96 長崎 野田 憲伸 のだ けんしん 2
41 96 熊本 重冨 洋輝 しげとみ　 ひろき 3
42 96 熊本 藤井 怜愛 ふじい れお 1
43 96 大分 川野 優貴 かわの ゆうき 2
44 96 大分 片岡 大地 かたおか だいち 2
45 96 宮崎 宮下 涼太 みやした りょうた 2
46 96 宮崎 川﨑 大輝 かわさき たいき 2
47 96 鹿児島 吉村 海里 よしむら かいり 2
48 96 鹿児島 西 大悟 にし だいご 2
49 96 沖縄 下地 智也 しもじ ともなり 1
50 96 沖縄 金城 有吾 きんじょう ゆうご 2
51 96 青森 前田 直都 まえだ なおと 3
52 96 岩手 小松 恭介 こまつ きょうすけ 3
53 96 宮城 高橋 蓮 たかはし れん 2
54 96 宮城 湯川 柊 ゆかわ しゅう 3
55 96 山形 秋場 勇星 あきば ゆうせい 3
56 96 福島 遠藤 学 えんどう まなぶ 3
57 96 茨城 田村 男児 たむら だん 3
58 96 茨城 瀧 一也 たき かずや 2
59 96 栃木 小林 蓮 こばやし れん 3
60 96 栃木 和泉 直希 いずみ なおき 3
61 96 群馬 齊藤 英二 さいとう えいじ 3
62 96 群馬 髙野 鈴 たかの りん 2
63 96 埼玉 吉田 ケイワン よしだ けいわん 3
64 96 埼玉 伊藤 飛未来 いとう ひびき 2
65 96 千葉 白井 達也 しらい たつや 2
66 96 千葉 宮本 海渡 みやもと かいと 2
67 96 東京 田中 千尋 たなか ちひろ 3
68 96 東京 熊田 太陽 くまた たいよう 3
69 96 神奈川 佐川 健 さがわ たける 2
70 96 神奈川 木村 仁哉 きむら よしちか 3
71 96 山梨 猪股 健佑 いのまた けんすけ 2
72 96 山梨 保坂 有毅 ほさか ゆうき 3
73 96 新潟 山本 楓 やまもと かえで 3
74 96 富山 藤井 圭祐 ふじい けいすけ 3
75 96 富山 矢木 柊二 やぎ しゅうじ 2
76 96 石川 小西 利拓 こにし としひろ 2
77 96 石川 川田 隼也 かわだ しゅんや 1
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1 120 京都 河村 政栄 かわむら しょうえい 1
2 120 京都 林 秀悟 はやし しゅうご 1
3 120 大阪 徳永 莉朗 とくなが りお 2
4 120 大阪 木地 祐希 きじ ひろき 3
5 120 大阪 梶田 翔希 かじた しょうき 2
6 120 兵庫 南野 航輝 なんの こうき 3
7 120 奈良 大石 希 おおいし のぞみ 2
8 120 奈良 山本 純大 やまもと よしひろ 1
9 120 和歌山 檜山 魁豊 ひやま かいと 3

10 120 和歌山 児嶋 竜也 こじま たつや 3
11 120 鳥取 山口 浩一 やまぐち こういち 2
12 120 島根 三島 慧太 みしま けいた 2
13 120 岡山 松岡 太一 まつおか たいち 3
14 120 岡山 柳田 孔明 やなぎだ こうめい 2
15 120 山口 谷川 秀道 たにかわ ひでみち 3
16 120 徳島 田岡 和成 たおか かずなり 3
17 120 徳島 勢古 光大 せいご こうだい 2
18 120 香川 山室 彰広 やまむろ あきひろ 3
19 120 愛媛 竹内 勝元 たけうち かつもと 3
20 120 高知 那須 薫矢 なす こうや 3
21 120 福岡 濱崎 大夢 はまさき ひろむ 2
22 120 福岡 寺上 正人 てらがみ まさと 1
23 120 佐賀 牟田 捷人 むた はやと 3
24 120 佐賀 田中 陸公 たなか りく 2
25 120 長崎 松尾 太陽 まつお たいよう 3
26 120 熊本 田中 悠輝 たなか　 ゆうき 1
27 120 宮崎 中島 誠 なかしま まこと 3
28 120 宮崎 境 晟道 さかい あきみち 3
29 120 鹿児島 大園 悠真 おおぞの ゆうま 3
30 120 鹿児島 福田 翔冴 ふくだ しょうご 2
31 120 沖縄 仲里 優力 なかざと ゆうり 3
32 120 沖縄 渡口 妃龍 とぐち ひりゅう 1
33 120 北海道 清水 優人 しみず ゆうと 2
34 120 岩手 小西 拳 こにし けん 3
35 120 岩手 黒田 春成 くろた しゅんせい 2
36 120 宮城 鎌田 優 かまた ゆう 1
37 120 秋田 安田 拓斗 やすだ たくと 3
38 120 山形 篠村 紘人 しのむら ひろと 1
39 120 福島 小椋 英希 おぐら ひでき 3
40 120 福島 石井 涼太 いしい りょうた 3
41 120 茨城 鈴木 翔真 すずき しょうま 3
42 120 茨城 出頭 海 しゅっとう かい 1
43 120 栃木 鷲頭 海成 わしず かいせい 1
44 120 栃木 髙森 勇斗 たかもり ゆうと 1
45 120 群馬 川島 輝信 かわしま てるのぶ 2
46 120 群馬 小宮 啓 こみや はる 1
47 120 千葉 ABID HAROON あびっど はるーん 3
48 120 千葉 持永 空弥 もちなが くうや 1
49 120 東京 赤枝 亮祐 あかえだ りょうすけ 3
50 120 神奈川 福沢 新一 ふくざわ しんいち 3
51 120 神奈川 ラッサボン ソークサイ らっさぼん そーくさい 2
52 120 山梨 髙橋 三十郎 ﾀｶﾊｼ ｻﾝｼﾞｭｳﾛｳ 3
53 120 山梨 小林 健信 こばやし けんしん 1
54 120 新潟 佐藤 星吉 さとう せいきち 2
55 120 石川 北野 拓郎 きたの たくろう 3
56 120 石川 船曳 拓光 ふなびき たくみ 1
57 120 福井 抜井 星光 ぬくい しょうき 3
58 120 福井 笹岡 龍馬 ささおか りょうま 2
59 120 長野 花岡 明登 はなおか あきと 3
60 120 岐阜 村田 優 むらた ゆう 3
61 120 静岡 菊池 野歩 きくち のあ 3
62 120 静岡 宮内 勇真 みやうち ゆうま 1
63 120 愛知 森 右秀 もり あきほ 3
64 120 愛知 野﨑 健悟 のさき けんご 2
65 120 三重 西村 麻凛 にしむら まりん 2
66 120 三重 佐藤 遥希 さとう はるき 2
67 120 滋賀 奥村 総太 おくむら そうた 2
68 120 滋賀 小西 竜太 こにし りゅうた 2
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50 古家野　蓮 高松農業 たかまつのうぎょう
50 松田　哲大 おかやま山陽 さんよう
50 原田　一 三次 みよし
50 義田　省悟 広島国際学院 ひろしまこくさいがくいん
50 戸髙　光陽 豊浦 とよら
50 谷口　聖翔 山口鴻城 やまぐちこうじょう
50 庄司　秀 池田 いけだ
50 中津　悠斗 池田　三好校 いけだ　みよしこう
50 山根　典哲 多度津 たどつ
50 糸川　昌 多度津 たどつ
50 塩崎　泰隆 八幡浜工業 やわたはまこうぎょう
50 増田　大和 今治工業 いまばりこうぎょう
50 川口　涼 三井 みい
50 松尾　拓哉 小倉商業 こくらしょうぎょう
50 江下　和希 鳥栖工業 とすこうぎょう
50 谷口　将樹 鹿島実業 かしまじつぎょう
50 大場　祥平 島原工業 しまばらこうぎょう
50 中尾　蓮 玉名工業 たまなこうぎょう
50 内田　翔真 玉名工業 たまなこうぎょう
50 鈴木　翔也 日本文理大学附属 にほんぶんりだいふぞく
50 清家　正平 佐伯豊南 さいきほうなん
50 瀬ノ口　巧 福島 ふくしま
50 中石　皓大 都城西 みやこのじょうにし
50 堂原　康世 鹿屋中央 かのやちゅうおう
50 中﨑　円太 樟南 しょうなん
50 與那嶺　琉馬 北部農林 ほくぶのうりん
50 與那嶺　壮 北部農林 ほくぶのうりん
50 清水　賢亮 帯広北 おびひろきた
50 荒道　豊樹 八戸学院光星 はちのへがくいんこうせい
50 大槌　輝 宮古商業 みやこしょうぎょう
50 名久井　涼平 盛岡工業 もりおかこうぎょう
50 三條　涼 仙台城南 せんだいじょうなん
50 木皿　尊 仙台城南 せんだいじょうなん
50 山谷　洸芽 秋田商業 あきたしょうぎょう
50 庄司　奈央 山形市立商業 やまがたしりつしょうぎょう
50 栗原　弘太 田島 たじま
50 原　清亜 喜多方桐桜 きたかたとうおう
50 佐々木　修斗 鹿島学園 かしまがくえん
50 太田　晴也 霞ヶ浦 かすみがうら
50 松本　秀介 足利工業大学附属 あしかがこうぎょうだいがくふぞく
50 滝田　和輝 馬頭 ばとう
50 木村　智洋 館林 たてばやし
50 清水　翼 大泉 おおいずみ
50 小野寺　大輝 花咲徳栄 はなさきとくはる
50 田下　奏樹 花咲徳栄 はなさきとくはる
50 竹下　雄登 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
50 天野　友佑 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
50 塩谷　優 自由ケ丘学園 じゅうがおかがくえん
50 菅沼　碧久 自由ケ丘学園 じゅうがおかがくえん
50 小林　拓巳 横浜修悠館　横須賀 よこはましゅうゆうかん　よこすか
50 鈴木　舜人 磯子工業 いそごこうぎょう
50 樋川　悠作 農林 のうりん
50 柏木　優京 韮崎工業 にらさきこうぎょう
50 齋藤　成龍 北越 ほくえつ
50 近藤　優希 新潟県央工業 にいがたけんおうこうぎょう
50 冨川　悠登 滑川 なめりかわ
50 伊藤　維音 高岡商業 たかおかしょうぎょう
50 中村　晟悠 星稜 せいりょう
50 中本　裕斗 星稜 せいりょう
50 野坂　晃誠 敦賀気比 つるがけひ
50 松﨑　守俊 若狭 わかさ
50 黒田　智輝 小諸 こもろ
50 岡本　莉生 小諸 こもろ
50 松井　謙 中京学院大学附属中京ちゅうきょうがくいんだいがくふぞくちゅうきょう
50 杉原　慶治 岐南工業 ぎなんこうぎょう
50 堤　孔一 沼津城北 ぬまづじょうほく
50 佐々木　航 飛龍 ひりゅう
50 榊原　新大 星城 せいじょう
50 小木曽　司 星城 せいじょう
50 弓矢　暖人 いなべ総合学園 いなべそうごうがくえん
50 伊東　倫太郎 朝明 あさけ
50 高橋　斗真 日野 ひの
50 安岡　絢都 日野 ひの
50 藤原　祐真 網野 あみの
50 福島　利樹 海洋 かいよう
50 岡本　明大 高石 たかいし
50 駒井　大輝 興國 こうこく
50 樫元　一 りんくう翔南 りんくうしょうなん
50 後　翔斗 猪名川 いながわ
50 廣瀬　陸 須磨翔風 すましょうふう
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50 枡本　空 法隆寺国際 ほうりゅうじこくさい
50 松岡　大誠 大和広陵 やまとこうりょう
50 岡本　景虎 和歌山北 わかやまきた
50 綾江　晃希 紀北工業 きほくこうぎょう
50 本田　祥太郎 鳥取中央育英 とっとりちゅうおういくえい
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55 曽我部　京太郎 今治西 いまばりにし
55 林　謙太郎 八幡浜工業 やわたはまこうぎょう
55 近藤　承 高知南 こうちみなみ
55 岡田　永遠 高知東 こうちひがし
55 北原　一晃 三井 みい
55 髙松　翔 築上西 ちくじょうにし
55 井上　勇建朗 鳥栖工業 とすこうぎょう
55 北村　元気 鹿島実業 かしまじつぎょう
55 山﨑　裕大 玉名工業 たまなこうぎょう
55 関　龍征 北稜 ほくりょう
55 高畑　海斗 日本文理大学附属 にほんぶんりだいふぞく
55 高山　天斗 日本文理大学附属 にほんぶんりだいふぞく
55 萩原　健太 宮崎工業 みやざきこうぎょう
55 横田　青矢 宮崎日本大学 みやざきにほんだいがく
55 中島　蓮 鹿屋中央 かのやちゅうおう
55 高木　玲 樟南 しょうなん
55 徳比嘉　二仁 南風原 はえばる
55 比嘉　凱斗 浦添工業 うらそえこうぎょう
55 小倉　鼓太郎 札幌東豊 さっぽろとうほう
55 中村　歩 宮古商業 みやこしょうぎょう
55 湯山　康平 種市 たねいち
55 菊地　颯斗 仙台城南 せんだいじょうなん
55 小野寺　諒真 仙台城南 せんだいじょうなん
55 島谷　侃 秋田商業 あきたしょうぎょう
55 土屋　出 山形市立商業 やまがたしりつしょうぎょう
55 赤荻　清志郎 米沢工業 よねざわこうぎょう
55 河野　恭利 鹿島学園 かしまがくえん
55 三井　潤 鹿島学園 かしまがくえん
55 松本　寛太 足利工業大学附属 あしかがこうぎょうだいがくふぞく
55 浅野　吉崇 宇都宮商業 うつのみやしょうぎょう
55 馬渡　迅 太田 おおた
55 藤倉　健吾 大泉 おおいずみ
55 藤田　颯 花咲徳栄 はなさきとくはる
55 内田　創太郎 埼玉栄 さいたまさかえ
55 宇戸平　莞爾 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
55 秋津　瑠 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
55 岩野　駿 自由ケ丘学園 じゅうがおかがくえん
55 神山　隼太 自由ケ丘学園 じゅうがおかがくえん
55 権瓶　昇栄 横浜修悠館　横須賀 よこはましゅうゆうかん　よこすか
55 青柳　諒 磯子工業 いそごこうぎょう
55 稲葉　海人 韮崎工業 にらさきこうぎょう
55 松本　健新 農林 のうりん
55 須佐　兼秀 八海 はっかい
55 金子　圭 新潟県央工業 にいがたけんおうこうぎょう
55 坂木　響 滑川 なめりかわ
55 須永　陽 桜井 さくらい
55 中村　晟笙 星稜 せいりょう
55 坂井　来喜 志賀 しか
55 野坂　優太 敦賀気比 つるがけひ
55 大前　亮太 若狭東 わかさひがし
55 大橋　寛介 上田西 うえだにし
55 曽根　敬次郎 上田西 うえだにし
55 岩　智基 高山西 たかやまにし
55 有賀　丈竜 岐阜工業 ぎふこうぎょう
55 手塚　直巳 伊豆総合 いずそうごう
55 山口　叶汰 焼津水産 やいづすいさん
55 小川　力 星城 せいじょう
55 髙橋　由都 一宮工業 いちのみやこうぎょう
55 加藤　万豊 いなべ総合学園 いなべそうごうがくえん
55 飯田　蓮 朝明 あさけ
55 小泉　民旺 日野 ひの
55 森東　誠二 八幡工業 はちまんこうぎょう
55 芹沢　雄生 網野 あみの
55 中生　怜也 網野 あみの
55 中元　剛 興國 こうこく
55 西原　亘紀 近畿大学附属 きんきだいがくふぞく
55 吉村　玲音 高石 たかいし
55 上　太一 猪名川 いながわ
55 井本　雄也 市立伊丹 いちりついたみ
55 樋野　友哉 大和広陵 やまとこうりょう
55 福田　悠李 大和広陵 やまとこうりょう
55 谷口　虎徹 和歌山北 わかやまきた
55 方杭　龍海 和歌山北 わかやまきた
55 小川　元気 鳥取中央育英 とっとりちゅうおういくえい
55 澤谷　孟 隠岐島前 おきどうぜん
55 藤原　玄人 松江工業 まつえこうぎょう
55 藤原　輝大 おかやま山陽 さんよう
55 塚岡　達也 高松農業 たかまつのうぎょう
55 河名　真偉斗 三次 みよし
55 柳田　昂哉 柳井学園 やないがくえん

男子 (HP用)
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階級 氏名 学校 がっこう

55 渡辺　廉平 豊浦 とよら
55 大久保　誠 池田 いけだ
55 岡地　直哉 つるぎ つるぎ
55 神原　諒 多度津 たどつ
55 髙嶋　悠人 多度津 たどつ

男子 (HP用)
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階級 氏名 学校 がっこう

60 橋本　琉雅 日本文理大学附属 にほんぶんりだいふぞく
60 橋本　海斗 日本文理大学附属 にほんぶんりだいふぞく
60 吉村　興貴 宮崎日本大学 みやざきにほんだいがく
60 中村　真広 福島 ふくしま
60 前田　敦哉 鹿屋中央 かのやちゅうおう
60 肥後　碧葉 樟南 しょうなん
60 新垣　将吾 北部農林 ほくぶのうりん
60 津嘉山　太志 浦添工業 うらそえこうぎょう
60 大和田　侑 札幌東豊 さっぽろとうほう
60 浅沼　竜 盛岡工業 もりおかこうぎょう
60 上野　裕輔 種市 たねいち
60 加藤　聖 仙台城南 せんだいじょうなん
60 鈴木　雷人 仙台城南 せんだいじょうなん
60 佐藤　旭 秋田商業 あきたしょうぎょう
60 池田　龍斗 山形市立商業 やまがたしりつしょうぎょう
60 鈴木　海斗 鹿島学園 かしまがくえん
60 武井　研太 鹿島学園 かしまがくえん
60 上村　悠 足利工業 あしかがこうぎょう
60 岩﨑　智哉 足利工業大学附属 あしかがこうぎょうだいがくふぞく
60 岩﨑　圭吾 館林 たてばやし
60 薗田　仁紀 大泉 おおいずみ
60 村島　克哉 花咲徳栄 はなさきとくはる
60 萩原　大和 花咲徳栄 はなさきとくはる
60 山口　海輝 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
60 谷口　日向 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
60 畑　将太郎 自由ケ丘学園 じゅうがおかがくえん
60 林　笑生 大森学園 おおもりがくえん
60 和久　巧凌 横浜修悠館　横須賀 よこはましゅうゆうかん　よこすか
60 小田嶋　大樹 日本大学藤沢　 にほんだいがくふじさわ
60 矢部　晴翔 韮崎工業 にらさきこうぎょう
60 大佐古　海斗 農林 のうりん
60 髙橋　郁海 八海 はっかい
60 梅田　佳暉 新潟県央工業 にいがたけんおうこうぎょう
60 竹沢　利紀 高岡向陵 たかおかこうりょう
60 門島　海晟 滑川 なめりかわ
60 張原　夕斗 志賀 しか
60 小林　正季 星稜 せいりょう
60 平野　大河 北陸 ほくりく
60 窪田　廉大 敦賀気比 つるがけひ
60 山﨑　万里 小諸 こもろ
60 高橋　秀太 佐久平総合技術 さくだいらそうごうぎじゅつ
60 二俣　友明 岐南工業 ぎなんこうぎょう
60 竹内　玲音 岐南工業 ぎなんこうぎょう
60 堤　泰樹 沼津城北 ぬまづじょうほく
60 秋山　拓未 焼津水産 やいづすいさん
60 佐藤　元紀 名古屋工業 なごやこうぎょう
60 遠藤　龍明 一宮工業 いちのみやこうぎょう
60 徳力　貫太 いなべ総合学園 いなべそうごうがくえん
60 山本　真聖 朝明 あさけ
60 石井　涼馬 日野 ひの
60 森東　大樹 八幡工業 はちまんこうぎょう
60 土井　璃音 網野 あみの
60 早山　光 京都八幡 きょうとやわた
60 岸田　宝來 興國 こうこく
60 阿部　光希 高石 たかいし
60 鳥羽　隆行 大阪体育大学浪商 おおさかたいいくだいがくなみしょう
60 山　慶次郎 須磨翔風 すましょうふう
60 宮本　幹太 市立伊丹 いちりついたみ
60 田中　凱斗 天理教校学園 てんりきょうこうがくえん
60 杉本　舜 大和広陵 やまとこうりょう
60 大植　悠生 和歌山北 わかやまきた
60 中村　緋水 和歌山北 わかやまきた
60 杉内　皇暉 鳥取中央育英 とっとりちゅうおういくえい
60 西田　達哉 松江工業 まつえこうぎょう
60 井形　尚揮 倉敷 くらしき
60 仕田原　佑輔 笠岡工業 かさおかこうぎょう
60 原田　悠太朗 広島国泰寺 ひろしまこくたいじ
60 石丸　椋太郎 三次 みよし
60 杉原　匠翔 柳井学園 やないがくえん
60 牧野　祥大 山口鴻城 やまぐちこうじょう
60 住友　成弥 穴吹 あなぶき
60 八木　玲緒 池田 いけだ
60 髙尾　理久 多度津 たどつ
60 竹下　航生 高松北 たかまつきた
60 伊藤　由信 今治工業 いまばりこうぎょう
60 加藤　巽也 八幡浜工業 やわたはまこうぎょう
60 藤岡　紀慎 高知東 こうちひがし
60 鎌田　宗太朗 高知東 こうちひがし
60 田縁　真大 小倉商業 こくらしょうぎょう
60 山下　善 三井 みい

男子 (HP用)
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階級 氏名 学校 がっこう

60 小柴　亮太 鳥栖工業 とすこうぎょう
60 大園　悠悟 鹿島実業 かしまじつぎょう
60 寺田　凌介 島原工業 しまばらこうぎょう
60 岡田　隼季 島原 しまばら
60 吉永　信太郎 玉名工業 たまなこうぎょう
60 西村　龍二 小川工業 おがわこうぎょう

男子 (HP用)
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階級 氏名 学校 がっこう

66 伊五澤　優平 盛岡工業 もりおかこうぎょう
66 佐々木　涼 盛岡工業 もりおかこうぎょう
66 鈴木　淳斗 仙台城南 せんだいじょうなん
66 矢野　旦陽 仙台城南 せんだいじょうなん
66 米澤　凌 秋田商業 あきたしょうぎょう
66 工藤　平良 秋田商業 あきたしょうぎょう
66 佐藤　克海 山形市立商業 やまがたしりつしょうぎょう
66 近野　雄一郎 ふたば未来学園 ふたばみらいがくえん
66 佐藤　諒太 ふたば未来学園 ふたばみらいがくえん
66 藤田　光星 鹿島学園 かしまがくえん
66 大和田　勝也 霞ヶ浦 かすみがうら
66 磯　次郎 足利工業大学附属 あしかがこうぎょうだいがくふぞく
66 針ケ谷　光輝 馬頭 ばとう
66 谷津　龍斗 館林 たてばやし
66 金沢　勇輝 前橋西 まえばしにし
66 藤田　悠 花咲徳栄 はなさきとくはる
66 佐長　拓未 花咲徳栄 はなさきとくはる
66 高田　煕 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
66 山倉　孝介 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
66 松本　駿太 自由ケ丘学園 じゅうがおかがくえん
66 田中　宙 自由ケ丘学園 じゅうがおかがくえん
66 山下　かいる 横浜修悠館　横須賀 よこはましゅうゆうかん　よこすか
66 デンジャーフィールド　コーネリアス・ザイオン磯子工業 いそごこうぎょう
66 安楽　龍馬 韮崎工業 にらさきこうぎょう
66 清水　翔斗 韮崎工業 にらさきこうぎょう
66 鈴木　一成 新潟県央工業 にいがたけんおうこうぎょう
66 若林　奏音 新潟県央工業 にいがたけんおうこうぎょう
66 坂本　岳 滑川 なめりかわ
66 那須川　剛 滑川 なめりかわ
66 張原　大斗 志賀 しか
66 安田　俊太郎 野々市明倫 ののいちめいりん
66 松居　俊伍 敦賀気比 つるがけひ
66 水上　敦貴 敦賀気比 つるがけひ
66 稲葉　洋人 上田西 うえだにし
66 髙見澤　佳祐 小諸 こもろ
66 谷口　空良 高山西 たかやまにし
66 藤井　泰魁 加茂農林 かものうりん
66 堤　滋樹 沼津城北 ぬまづじょうほく
66 森川　陽斗 飛龍 ひりゅう
66 鶴見　拓三 星城 せいじょう
66 表　将司 一宮工業 いちのみやこうぎょう
66 太田　陸斗 いなべ総合学園 いなべそうごうがくえん
66 山﨑　然生 いなべ総合学園 いなべそうごうがくえん
66 富田　塁 日野 ひの
66 太田　迅 八幡工業 はちまんこうぎょう
66 谷利　太雅 京都両洋 きょうとりょうよう
66 槇山　晴樹 京都八幡 きょうとやわた
66 池田　大 近畿大学附属 きんきだいがくふぞく
66 轟　諒弥 高石 たかいし
66 西尾　公希 近畿大学附属 きんきだいがくふぞく
66 外園　直哉 猪名川 いながわ
66 永松　麗 六甲アイランド ろっこうアイランド
66 水口　竣介 大和広陵 やまとこうりょう
66 辰巳　龍一 法隆寺国際 ほうりゅうじこくさい
66 谷口　智紀 和歌山北 わかやまきた
66 房本　拓 和歌山北 わかやまきた
66 井勢　珠維 倉吉総合産業 くらよしそうごうさんぎょう
66 室山　慶也 隠岐島前 おきどうぜん
66 松田　隆希 倉敷 くらしき
66 光岡　泰宏 高松農業 たかまつのうぎょう
66 山本　晴日 三次 みよし
66 金子　竜聖 豊浦 とよら
66 遠藤　幸喜 山口鴻城 やまぐちこうじょう
66 川原　大夢 池田 いけだ
66 宮川　柊 池田 いけだ
66 西川　竣介 多度津 たどつ
66 葛岡　海斗 多度津 たどつ
66 向井　克典 八幡浜工業 やわたはまこうぎょう
66 中井　龍也 八幡浜工業 やわたはまこうぎょう
66 川上　龍希 高知東 こうちひがし
66 大岩　龍司 高知東 こうちひがし
66 小早川　莉央 東鷹 とうよう
66 福井　来太 小倉商業 こくらしょうぎょう
66 草野　竜平 鹿島実業 かしまじつぎょう
66 大園　涼太 鹿島実業 かしまじつぎょう
66 宮野　京介 島原工業 しまばらこうぎょう
66 松尾　浩成 島原 しまばら
66 大野　恵太郎 玉名工業 たまなこうぎょう
66 田中　春輝 玉名工業 たまなこうぎょう
66 加倉　大地 日本文理大学附属 にほんぶんりだいふぞく

男子 (HP用)
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66 地本　栄樹 津久見 つくみ
66 坂元　怜太 宮崎工業 みやざきこうぎょう
66 山中　大門 宮崎日本大学 みやざきにほんだいがく
66 柳　翔馬 鹿屋中央 かのやちゅうおう
66 田中　幸希 樟南 しょうなん
66 宮城　海 北部農林 ほくぶのうりん
66 仲泊　勇之介 北部農林 ほくぶのうりん
66 村上　銀太 札幌東豊 さっぽろとうほう

男子 (HP用)
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74 小松　維真 ふたば未来学園 ふたばみらいがくえん
74 宍戸　拓海 ふたば未来学園 ふたばみらいがくえん
74 髙森　新世 鹿島学園 かしまがくえん
74 深作　駿人 鹿島学園 かしまがくえん
74 田代　英才 足利工業大学附属 あしかがこうぎょうだいがくふぞく
74 藤田　琉樹也 馬頭 ばとう
74 阿部　光 館林 たてばやし
74 菅原　未貴也 前橋西 まえばしにし
74 大渕　大聖 花咲徳栄 はなさきとくはる
74 栃倉　健人 花咲徳栄 はなさきとくはる
74 井筒　勇人 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
74 山田　脩 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
74 今村　大地 自由ケ丘学園 じゅうがおかがくえん
74 松本　達哉 大森学園 おおもりがくえん
74 ソロモン　リオン 竜也磯子工業 いそごこうぎょう
74 小渕　真暉 横浜修悠館　横須賀 よこはましゅうゆうかん　よこすか
74 小林　大悟 農林 のうりん
74 笹本　雅人 韮崎工業 にらさきこうぎょう
74 髙井　優樹 八海 はっかい
74 眞田　幸樹 新潟県央工業 にいがたけんおうこうぎょう
74 熊藤　友哉 高岡商業 たかおかしょうぎょう
74 松井　駿斗 桜井 さくらい
74 英　佳祐 金沢北陵 かなざわほくりょう
74 田中　勇穂 志賀 しか
74 小西　温也 敦賀気比 つるがけひ
74 窪田　大羅 敦賀気比 つるがけひ
74 竹内　祐斗 上田西 うえだにし
74 高橋　信晃 小諸 こもろ
74 三木　翔永 高山西 たかやまにし
74 春日井　湧雅 中津商業 なかつしょうぎょう
74 丸山　純樹 沼津城北 ぬまづじょうほく
74 長島　颯己 飛龍 ひりゅう
74 丸目　哲郎 星城 せいじょう
74 小舩　賢登 名古屋工業 なごやこうぎょう
74 基山　仁太郎 いなべ総合学園 いなべそうごうがくえん
74 植木　秀信 鳥羽 とば
74 中川　凱公 栗東 りっとう
74 古道　寛磨 八幡工業 はちまんこうぎょう
74 伊藤　朱里 網野 あみの
74 永野　志門 海洋 かいよう
74 越智　公平 近畿大学附属 きんきだいがくふぞく
74 中川　秀昌 長尾谷 ながおだに
74 田中　健太 高石 たかいし
74 神澤　翔 猪名川 いながわ
74 樋口　徹心 神港学園 しんこうがくえん
74 椎野　里志 天理教校学園 てんりきょうこうがくえん
74 毛利　太紀 添上 そえかみ
74 内田　貴斗 和歌山北 わかやまきた
74 辻岡　稔基 和歌山東 わかやまひがし
74 若原　大輝 鳥取中央育英 とっとりちゅうおういくえい
74 青山　夢斗 隠岐島前 おきどうぜん
74 木村　祐介 倉敷 くらしき
74 中田　翔輝 倉敷鷲羽 くらしきわしゅう
74 平田　拳士 三次 みよし
74 加藤　光貴 広島国際学院 ひろしまこくさいがくいん
74 荒川　廣貴 柳井学園 やないがくえん
74 安永　禅 山口鴻城 やまぐちこうじょう
74 中下　幸星 池田 いけだ
74 續　敬介 池田 いけだ
74 日下　尚 高松北 たかまつきた
74 岩井　僚亮 多度津 たどつ
74 菅原　魁一 八幡浜工業 やわたはまこうぎょう
74 深見　裕斗 北条 ほうじょう
74 近藤　泰伯 高知東 こうちひがし
74 岡邑　陽向 高知東 こうちひがし
74 荒川　琳 東鷹 とうよう
74 中川　大樹 築上西 ちくじょうにし
74 諏訪間　新之亮 鳥栖工業 とすこうぎょう
74 青木　竜也 鹿島実業 かしまじつぎょう
74 金子　将大 島原 しまばら
74 小栁　勇斗 玉名工業 たまなこうぎょう
74 荒木　和希 玉名工業 たまなこうぎょう
74 大濵　裕騎 日本文理大学附属 にほんぶんりだいふぞく
74 梶野　匠皇 津久見 つくみ
74 結城　隆登 福島 ふくしま
74 矢野　寛太 宮崎農業 みやざきのうぎょう
74 坂野　秀尭 鹿屋中央 かのやちゅうおう
74 東　和希 鹿屋中央 かのやちゅうおう
74 米須　章仁 北部農林 ほくぶのうりん
74 新里　慶太 北部農林 ほくぶのうりん
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74 安藤　竜一郎 札幌東豊 さっぽろとうほう
74 古川　隼彬 八戸学院光星 はちのへがくいんこうせい
74 藤澤　考駿 盛岡工業 もりおかこうぎょう
74 青田　潤 種市 たねいち
74 庄子　優斗 東北学院 とうほくがくいん
74 高橋　裕司 仙台城南 せんだいじょうなん
74 小野　文聖 五城目 ごじょめ
74 池田　貫太郎 山形市立商業 やまがたしりつしょうぎょう

男子 (HP用)
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84 北　英将 自由ケ丘学園 じゅうがおかがくえん
84 島田　京介 日本工業大学駒場 にほんこうぎょうだいがくこまば
84 奈須川　良太 磯子工業 いそごこうぎょう
84 植田　晃輔 向上 こうじょう
84 古川　裕貴 韮崎工業 にらさきこうぎょう
84 大野　健太 農林 のうりん
84 岡田　達磨 新潟県央工業 にいがたけんおうこうぎょう
84 前川　侑介 高岡向陵 たかおかこうりょう
84 赤井　虎太郎 滑川 なめりかわ
84 坂本　享也 志賀 しか
84 宮田　慎之介 金沢北陵 かなざわほくりょう
84 寺地　怜央 敦賀気比 つるがけひ
84 岡田　竜矢 足羽 あすわ
84 田口　伊織 上田西 うえだにし
84 フレイタス　ケンジ小諸 こもろ
84 谷崎　匠 岐南工業 ぎなんこうぎょう
84 谷崎　大造 岐南工業 ぎなんこうぎょう
84 杉山　裕紀 沼津城北 ぬまづじょうほく
84 廣田　晋太朗 焼津水産 やいづすいさん
84 松田　泰地 一宮工業 いちのみやこうぎょう
84 市原　元飛 星城 せいじょう
84 西山　玲太 朝明 あさけ
84 石井　健斗 鳥羽 とば
84 中川　優斗 栗東 りっとう
84 福井　塔也 八幡工業 はちまんこうぎょう
84 髙橋　夢大 網野 あみの
84 浅野　楓 京都廣学館 きょうとこうがっかん
84 井上　蓮汰 同志社香里 どうししゃこうり
84 宮島　陸斗 長尾谷 ながおだに
84 柴田　梓温 近畿大学附属 きんきだいがくふぞく
84 前川　晃毅 須磨翔風 すましょうふう
84 エクワンチ　ムナチマイケル須磨翔風 すましょうふう
84 西川　凌雅 大和広陵 やまとこうりょう
84 森田　章義 法隆寺国際 ほうりゅうじこくさい
84 中西　大翔 新翔 しんしょう
84 中野　星矢 紀北工業 きほくこうぎょう
84 岡　修人 隠岐島前 おきどうぜん
84 藤井　海斗 笠岡工業 かさおかこうぎょう
84 寺岡　大介 倉敷 くらしき
84 向井　識起 広島国際学院 ひろしまこくさいがくいん
84 繁友　廉 山口鴻城 やまぐちこうじょう
84 門田　龍也 池田 いけだ
84 竹内　惣 穴吹 あなぶき
84 田中　勝大 多度津 たどつ
84 中谷　直生 高松北 たかまつきた
84 掛水　力 八幡浜工業 やわたはまこうぎょう
84 是澤　新 八幡浜工業 やわたはまこうぎょう
84 新開　直明 土佐塾 とさじゅく
84 棚町　樹海哉 三井 みい
84 橋本　昂佑 北九州 きたきゅうしゅう
84 松枝　旋吏 鳥栖工業 とすこうぎょう
84 北村　勇気 鹿島実業 かしまじつぎょう
84 大津　拓馬 島原 しまばら
84 河津　佑季 玉名工業 たまなこうぎょう
84 丸山　賢太 小川工業 おがわこうぎょう
84 高畠　英史 日本文理大学附属 にほんぶんりだいふぞく
84 河野　誠也 津久見 つくみ
84 分田　豪 日南振徳 にちなんしんとく
84 山元　優征 宮崎日本大学 みやざきにほんだいがく
84 小田桐　豊 鹿屋中央 かのやちゅうおう
84 瀬戸口　優聖 鹿屋中央 かのやちゅうおう
84 仲程　生竜 沖縄高等特別支援学校おきなわこうとうとくべつしえんがっこう
84 大久保　航汰 種市 たねいち
84 阿部　晴喜 盛岡工業 もりおかこうぎょう
84 高山　未来 仙台城南 せんだいじょうなん
84 曽根　康太郎 仙台城南 せんだいじょうなん
84 山田　修太郎 秋田商業 あきたしょうぎょう
84 今野　港斗 山形市立商業 やまがたしりつしょうぎょう
84 鈴木　爽元 米沢工業 よねざわこうぎょう
84 佐瀬　裕紀 喜多方桐桜 きたかたとうおう
84 星　寛斗 田島 たじま
84 山崎　祥平 土浦日本大学 つちうらにほんだいがく
84 宮田　大地 鹿島学園 かしまがくえん
84 市川　アンディ 足利工業大学附属 あしかがこうぎょうだいがくふぞく
84 大橋　輝 馬頭 ばとう
84 玉岡　颯斗 館林 たてばやし
84 安齊　勇馬 前橋西 まえばしにし
84 狩野　優 新座総合技術 にいざそうごうぎじゅつ
84 奧井　真吉 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
84 丸山　蒼生 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
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96 曽木　龍太 敦賀気比 つるがけひ
96 松村　太郎 敦賀気比 つるがけひ
96 伊藤　慧亮 小諸商業 こもろしょうぎょう
96 小林　龍太 上田西 うえだにし
96 岡田　英将 岐南工業 ぎなんこうぎょう
96 山本　壮汰 飛龍 ひりゅう
96 佐野　斗哉 稲取 いなとり
96 牟田　浩都 一宮工業 いちのみやこうぎょう
96 平野　弾輝 星城 せいじょう
96 木本　智紘 鳥羽 とば
96 藪　銀次 尾鷲 おわせ
96 山田　涼介 八幡工業 はちまんこうぎょう
96 井手　翔馬 八幡工業 はちまんこうぎょう
96 水間　鎮 海洋 かいよう
96 脇田　泰之 京都八幡 きょうとやわた
96 北岡　泰光 長尾谷 ながおだに
96 吉田　郁矢 りんくう翔南 りんくうしょうなん
96 渡瀬　歩夢 高石 たかいし
96 瀬川　いぶき 猪名川 いながわ
96 大東　陸 法隆寺国際 ほうりゅうじこくさい
96 垣内　大征 和歌山北 わかやまきた
96 東　直樹 新宮 しんぐう
96 遠藤　ユウ 松江工業 まつえこうぎょう
96 目黒　優太 高松農業 たかまつのうぎょう
96 松浦　悠介 笠岡工業 かさおかこうぎょう
96 道免　陸哉 三次 みよし
96 上田　悠真 山口鴻城 やまぐちこうじょう
96 竹内　大将 穴吹 あなぶき
96 篠原　直樹 穴吹 あなぶき
96 奥野　蓮 香川中央 かがわちゅうおう
96 前川　優太 多度津 たどつ
96 今城　龍俊 八幡浜工業 やわたはまこうぎょう
96 阿部　階喜 八幡浜工業 やわたはまこうぎょう
96 中西　竜帆 高知東 こうちひがし
96 木村　海騎 高知東 こうちひがし
96 本木　臣代士 小倉商業 こくらしょうぎょう
96 大黒　颯斗 三井 みい
96 中村　亜靖 鳥栖工業 とすこうぎょう
96 芹川　力亜 鹿島実業 かしまじつぎょう
96 野田　憲伸 大村工業 おおむらこうぎょう
96 重冨　洋輝 玉名工業 たまなこうぎょう
96 藤井　怜愛 玉名工業 たまなこうぎょう
96 川野　優貴 佐伯豊南 さいきほうなん
96 片岡　大地 津久見 つくみ
96 宮下　涼太 宮崎日本大学 みやざきにほんだいがく
96 川﨑　大輝 福島 ふくしま
96 吉村　海里 鹿屋中央 かのやちゅうおう
96 西　大悟 樟南 しょうなん
96 下地　智也 浦添工業 うらそえこうぎょう
96 金城　有吾 沖縄高等特別支援学校おきなわこうとうとくべつしえんがっこう
96 前田　直都 八戸学院光星 はちのへがくいんこうせい
96 小松　恭介 種市 たねいち
96 高橋　蓮 仙台城南 せんだいじょうなん
96 湯川　柊 東北学院 とうほくがくいん
96 秋場　勇星 山形市立商業 やまがたしりつしょうぎょう
96 遠藤　学 田島 たじま
96 田村　男児 鹿島学園 かしまがくえん
96 瀧　一也 霞ヶ浦 かすみがうら
96 小林　蓮 足利工業 あしかがこうぎょう
96 和泉　直希 馬頭 ばとう
96 齊藤　英二 富岡実業 とみおかじつぎょう
96 髙野　鈴 館林商工 たてばやししょうこう
96 吉田　ケイワン 花咲徳栄 はなさきとくはる
96 伊藤　飛未来 埼玉栄 さいたまさかえ
96 白井　達也 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
96 宮本　海渡 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
96 田中　千尋 大森学園 おおもりがくえん
96 熊田　太陽 中央学院大学中央 ちゅうおうがくいんだいがくちゅうおう
96 佐川　健 磯子工業 いそごこうぎょう
96 木村　仁哉 横浜修悠館　横須賀 よこはましゅうゆうかん　よこすか
96 猪股　健佑 韮崎工業 にらさきこうぎょう
96 保坂　有毅 韮崎工業 にらさきこうぎょう
96 山本　楓 北越 ほくえつ
96 藤井　圭祐 富山第一 とやまだいいち
96 矢木　柊二 滑川 なめりかわ
96 小西　利拓 野々市明倫 ののいちめいりん
96 川田　隼也 志賀 しか
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120 河村　政栄 京都廣学館 きょうとこうがっかん
120 林　秀悟 海洋 かいよう
120 徳永　莉朗 興國 こうこく
120 木地　祐希 長尾谷 ながおだに
120 梶田　翔希 長尾谷 ながおだに
120 南野　航輝 猪名川 いながわ
120 大石　希 天理教校学園 てんりきょうこうがくえん
120 山本　純大 大和広陵 やまとこうりょう
120 檜山　魁豊 和歌山工業 わかやまこうぎょう
120 児嶋　竜也 和歌山東 わかやまひがし
120 山口　浩一 鳥取中央育英 とっとりちゅうおういくえい
120 三島　慧太 松江工業 まつえこうぎょう
120 松岡　太一 おかやま山陽 さんよう
120 柳田　孔明 高松農業 たかまつのうぎょう
120 谷川　秀道 山口鴻城 やまぐちこうじょう
120 田岡　和成 池田 いけだ
120 勢古　光大 穴吹 あなぶき
120 山室　彰広 多度津 たどつ
120 竹内　勝元 八幡浜工業 やわたはまこうぎょう
120 那須　薫矢 高知東 こうちひがし
120 濱崎　大夢 遠賀 おんが
120 寺上　正人 東鷹 とうよう
120 牟田　捷人 鳥栖工業 とすこうぎょう
120 田中　陸公 鳥栖工業 とすこうぎょう
120 松尾　太陽 島原翔南 しまばらしょうなん
120 田中　悠輝 玉名工業 たまなこうぎょう
120 中島　誠 宮崎日本大学 みやざきにほんだいがく
120 境　晟道 宮崎工業 みやざきこうぎょう
120 大園　悠真 鹿屋中央 かのやちゅうおう
120 福田　翔冴 鹿屋中央 かのやちゅうおう
120 仲里　優力 北部農林 ほくぶのうりん
120 渡口　妃龍 北部農林 ほくぶのうりん
120 清水　優人 札幌東豊 さっぽろとうほう
120 小西　拳 盛岡工業 もりおかこうぎょう
120 黒田　春成 宮古商業 みやこしょうぎょう
120 鎌田　優 仙台城南 せんだいじょうなん
120 安田　拓斗 秋田商業 あきたしょうぎょう
120 篠村　紘人 山形市立商業 やまがたしりつしょうぎょう
120 小椋　英希 喜多方桐桜 きたかたとうおう
120 石井　涼太 大沼 おおぬま
120 鈴木　翔真 鹿島学園 かしまがくえん
120 出頭　海 鹿島学園 かしまがくえん
120 鷲頭　海成 足利工業 あしかがこうぎょう
120 髙森　勇斗 馬頭 ばとう
120 川島　輝信 館林商工 たてばやししょうこう
120 小宮　啓 大泉 おおいずみ
120 ABID　HAROON 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
120 持永　空弥 日本体育大学柏 にっぽんたいいくだいがくかしわ
120 赤枝　亮祐 東京実業 とうきょうじつぎょう
120 福沢　新一 磯子工業 いそごこうぎょう
120 ラッサボン　ソークサイ磯子工業 いそごこうぎょう
120 髙橋　三十郎 農林 のうりん
120 小林　健信 韮崎工業 にらさきこうぎょう
120 佐藤　星吉 新潟県央工業 にいがたけんおうこうぎょう
120 北野　拓郎 志賀 しか
120 船曳　拓光 金沢北陵 かなざわほくりょう
120 抜井　星光 若狭東 わかさひがし
120 笹岡　龍馬 福井農林 ふくいのうりん
120 花岡　明登 上田西 うえだにし
120 村田　優 岐阜工業 ぎふこうぎょう
120 菊池　野歩 沼津城北 ぬまづじょうほく
120 宮内　勇真 伊豆総合 いずそうごう
120 森　右秀 星城 せいじょう
120 野﨑　健悟 名古屋工業 なごやこうぎょう
120 西村　麻凛 松阪工業 まつさかこうぎょう
120 佐藤　遥希 朝明 あさけ
120 奥村　総太 栗東 りっとう
120 小西　竜太 八幡工業 はちまんこうぎょう
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