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齊藤　吏音 （東京都） 1 71 （三重県） 勝本　健斗

佐野　日和 （北海道） 2 72 （東京都） 土屋　麟太郎

中村　星優 （神奈川県） 3 73 （千葉県） 長谷川　匠

岩倉　慶汰 （新潟県） 4 74 （長崎県） 中山　晃提

三浦　　英 （栃木県） 5 75 （埼玉県） 武村　勇希

小野　佳輔 （秋田県） 6 76 （宮城県） 石田 拳介

知久　嘉希 （埼玉県） 7 77 （愛媛県） 飯尾　琉生

南　颯太 （兵庫県） 8 78 （富山県） 石原　剣

山口卿太郎 （京都府） 9 79 （大阪府） 西村愛琉

山高　大知 （愛媛県） 10 80 （神奈川県） 吉井　健太

氏川　賢哉 （山形県） 11 81 （愛知県） 斎藤　優斗

永田帆伯翔 （岐阜県） 12 82 （山梨県） 三井 康平

小泉　輝琉 （東京都） 13 83 （静岡県） 野川　翔

長谷　侑貴 （静岡県） 14 84 （福岡県） 森田　直輝

石井　康介 （千葉県） 15 85 （福島県） 河野　天亮

島　功次朗 （福岡県） 16 86 （新潟県） 樋口　輝

山道　瑠海 （長崎県） 17 87 （東京都） 木内　子龍

狩野　尚斗 （群馬県） 18 88 （群馬県） 後藤　亮哉

前田　吏輝 （青森県） 19 89 （北海道） 國松　雅浩

半田　慶 （石川県） 20 90 （栃木県） 齋藤　一桜

金井　快翔 （長野県） 21 91 （神奈川県） 橋本　駿太郎

宮田　唯楓 （茨城県） 22 92 （長野県） 下澤　琥珀

畑中 櫂心 （宮城県） 23 93 （静岡県） 八木　舜大郎

岡野　航大 （三重県） 24 94 （茨城県） 大和田　健介

若松　寛大 （鳥取県） 25 95 （滋賀県） 吉岡　佑真

今関　瞭義 （千葉県） 26 96 （東京都） 桑久保　亜瑠人

鈴木　龍馬 （静岡県） 27 97 （埼玉県） 吉田　大晟

犬飼　悠貴 （愛知県） 28 98 （千葉県） 吉田　翔

松本淳平 （大阪府） 29 99 （宮城県） 鈴木 悠叶

齋藤　翔 （東京都） 30 100 （石川県） 岩本　蒼汰

森原　慎之介 （岡山県） 31 101 （兵庫県） 岡井　渉

八島　瑞希 （埼玉県） 32 102 （青森県） 安田　稀星

山崎　洸希 （富山県） 33 103 （岐阜県） 高橋慶多

川口　凌空 （北海道） 34 104 （福岡県） 金崎　竜也

川上　大輝 （福岡県） 35 105 （大阪府） 高橋　煌志

中村　晃碩 （東京都）

36

小山　桜太 （埼玉県） 37

山腰　伊吹

106 （岐阜県） 平野健輔

107 （石川県） 東出　真翔

（滋賀県） 38 108 （長野県） 加藤　大誠

大髙　瞭 （東京都） 39 109 （青森県） 成田　匠汰

西　一真 （岐阜県） 40 110 （宮城県） 小野寺 翼

春日　淳 （福岡県） 41 111 （熊本県） 鶴田　秋輝

姫野　恒太 （神奈川県） 42 112 （群馬県） 鈴木　勇豊

（京都府） 明石　優人

高野　大生 （新潟県） 43 113 （北海道）

（埼玉県）

小林　蒼空

大野　祐樹 （愛媛県） 44 114

47 117

堤　大晃 （京都府） 46 116 （千葉県） 清水　龍弥

（岩手県）

権代　充輝水野　翔太 （山形県） 45 115

119 （東京都） 堀　颯斗

（福岡県）

貝沼　嵩朗 （福島県） 48 118 （静岡県） 高橋　和実

半谷　尚弥 （兵庫県） 50 120 （神奈川県） 斎藤　香偉

（茨城県） 小沼　直也小林　圭 （茨城県） 51

西　和真 （熊本県）

52 122

121

佐久間　大和 （千葉県） 49

大﨑　陽登 （静岡県）

白瀧 悠

青木　泰我 （群馬県） 53 123 松尾　駿仁

内藤星那

堀野　凌真

（大阪府）

竹中　勇陽 （富山県） 55

（栃木県）

鷲崎翔琉

126 （埼玉県） 永塚　功透

（福岡県）

54 124 （福島県） 水野　哲志

星 晴貴 （宮城県） 56

阿南　優希 （愛知県） 57 127 石寺海人（大阪府）

125

武井　隆馬 （茨城県） 58 128 （茨城県） 菊池　航晟

129 （神奈川県） 田中　駿太郎庄田　滉矢 （静岡県）

市山　寛大 （福岡県） 60 130 （山形県） 鈴木那央也

59

金田　雅治 （岡山県） 61 131 （群馬県） 田中　絋太郎

中矢　誠司郎 （東京都） 62 132 （岡山県） 中川　友翔

乙茂内　悠希 （岩手県） 63 133 （静岡県） 池邉　拓利

山本堅斗 （三重県） 64 134 （三重県） 畑中　将真

山下　嵐士 （北海道） 65 135 （愛知県） 安井　恒輔

遠藤 至琉 （山梨県） 66 136 （山梨県） 城田 勇人

江口　椋哉 （埼玉県） 67 137 （千葉県） 奥村　晴日

大倉　悠暉 （島根県） 68 138 （東京都） 髙橋　舜一郎

吉澤　皐 （長野県） 69 139 （新潟県） 倉島　大輝

佐藤　良太 （神奈川県） 70 140 （鳥取県） 前川　幸輝


