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谷　伊織 （東京都）

1

田中鈴之助

龍見　曉周 （群馬県）

68 （栃木県）

（鳥取県）

（福岡県）

稲村　一樹

谷川　知聖 （三重県） 2 69 （東京都） 梅田　裕二郎

井門　郁人 （愛媛県）

3 70

（大阪府） 7 74

山本　真人偉 （静岡県） 8

山口　由眞 （長野県） 5 72

野田　航大 （東京都） 4 71 （青森県） 対馬　岳斗

松井　俊之佑

73 （千葉県） 鈴木　大悟梅垣　三志郎 （京都府） 6

（神奈川県） 橋本　人和

木藤　海星

76 （京都府） 中道　皇翔

75 （長野県） 小林　正輝

倉田　洋輔 （埼玉県）

10 77 （富山県） 大上　凌

9

窪田　悠雅 （石川県） 11 78 （岡山県） 武石　征也

宮ケ丁　継 （富山県） 12 79 （岐阜県） 辻　智貴

福永　優 （神奈川県） 13 80 （宮城県） 木村 友樹

森本　琉聖 （福岡県） 14 81 （北海道） 吉田　彪人

堀合 海翔 （宮城県） 15 82 （埼玉県） 小林　蒼空

佐藤　那哉 （千葉県） 16 83 （東京都） 六本木　夕輝

齋藤　健太郎 （青森県） 17 84 （静岡県） 榛村　俊希

藤原　莞人 （秋田県） 18 85 （埼玉県） 岩野　夢月

関　佑太朗 （滋賀県） 19 86 （静岡県） 市岡　宗悟

志村 緒李人 （山梨県） 20 87 （秋田県） 渡辺　蒼汰

伊東　晴道 （福岡県） 21 88 （岩手県） 高橋　緋彩

高松　蒼天 （北海道） 22 89 （大阪府） 山森 海人

岡田　逸晴 （東京都） 23 90 （三重県） 片岡　大和

白鳥　翔大 （神奈川県） 24 91 （神奈川県） 幸崎　颯斗

松葉滉太 （岐阜県） 25 92 （東京都） 横山　豪

荒木　款大 （埼玉県） 26 93 （新潟県） 桜井　彰太郎

木村　拓斗 （岡山県） 27 94 （群馬県） 新井　渉生

小西　晴也 （熊本県） 28 95 （福岡県） 古賀　大聖

山本　琉生 （静岡県） 29 96 （福島県） 桑澤 裕樹

三浦　　天 （栃木県） 30 97 （兵庫県） 糸井　凱

新岡　匠 （千葉県） 31 98 （千葉県） 森永　啓斗

熊谷　成将 （茨城県） 32 99 （茨城県） 岩渕　凌

谷口　大遂 （福島県） 33 100 （山梨県） 佐藤 大斗

五百川　藍希 （新潟県） 34 101 （東京都） 小林　瑠輝

圓城寺　真也 （神奈川県） 35 102 （東京都） 坂本　海大

森井　皓一 （埼玉県） 36 103 （宮城県） 伊藤 潤哉

福島　拓夢 （静岡県） 37 104 （岐阜県） 豊吉恭平

鈴木　涼太郎 （福岡県） 38 105 （長野県） 塩谷　康生

守　希望 （千葉県） 39 106 （滋賀県） 加藤　雅樹

渡辺　一司 （東京都） 40 107 （福岡県） 笠野　真彦

佐藤　謙志郎 （石川県） 41 108 （千葉県） 立津　竜晃

安藤 大桜 （大阪府） 42 109 （熊本県） 柿下　大睦

今村　希来 （三重県） 43 110 （京都府） 金森隆真

有坂　裕太郎 （群馬県） 44 111 （北海道） 黒川　叶夢

田中　颯 （兵庫県） 45 112 （富山県） 山辺　雄翔

佐藤 壮眞 （宮城県） 46 113 （茨城県） 下平　英生

両角　晃 （長野県） 47 114 （岡山県） 中塚涼太朗

山本　空弥 （長崎県） 48 115 （埼玉県） 大竹　崚太

甲田　慎之介古川　賛 （岩手県） 49

（福井県） 50

116 （青森県）

117 （静岡県） 太田　慈人

118 （岩手県） 那須野　祥大

秋山　翼世 （茨城県）

52

弓削　諒兵 （茨城県） 51

濱岡 一瑛

119 （三重県） 内山　偉大

世木　佑真 （大阪府） 53 120 （埼玉県） 八重畑　祐太

菅野　航成 （静岡県） 54 121 （石川県） 吉田　晃成

倉元　快維 （埼玉県） 55 122 （東京都） 椎名　優至

加藤　凌翔 （神奈川県） 56 123 （神奈川県） 飯田　拳生

工藤　駿希 （山形県） 57 124 （茨城県） 鈴木　伶弥

林　琉斗 （福島県） 58 125 （兵庫県） 川村　壮

加藤　新太 （新潟県） 59 126 （静岡県） 木村　吹輝

荒田　明彦 （滋賀県） 60 127 （宮城県） 髙橋 銀

伊藤　海利 （東京都） 61 128 （群馬県） 関口　世南

村上　稀亮 （栃木県） 62 129 （福井県） 石田 伶至

藤田　瑛 （福岡県） 63 130 （新潟県） 中島　廉太朗

今瀬　岳人 （愛知県） 64

平野琢己

131 （山梨県） 福田 颯

（北海道） 65

133 （大阪府）

植村　洸祐 （鳥取県） 67

松本　謙史朗

河合祐樹 （岐阜県） 66

132 （福岡県）岩間　航平


