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坂　崚太朗
山本　　碧 （長崎県） 2 72 （京都府） 小川　荘真
植村　徳文 （石川県） 1 71 （茨城県）

吉田直哉
横濱　匠太郎 （栃木県） 4 74 （愛知県） 金原　京介
山本　蒼 （北海道） 3 73 （埼玉県）

佐藤　陽人
魚住　慶至 （兵庫県） 6 76 （長崎県） 前田　優心
渡邊　響 （福島県） 5 75 （山梨県）

佐藤　義基
庄司 大和 （宮城県） 8 78 （宮城県） 早坂 陸
関　零士 （新潟県） 7 77 （三重県）

大石 陽己
鈴木　那凰 （静岡県） 10 80 （富山県） 皆川太希
掛水　将真 （大阪府） 9 79 （静岡県）

谷岡　永惟
渡辺　幹太 （山梨県） 12 82 （千葉県） 関　大輝
石井　誉 （茨城県） 11 81 （大阪府）

若色　慶悟
熊井　康仁 （神奈川県） 14 84 （新潟県） 小山　寛睦
三觜毅生 （埼玉県） 13 83 （栃木県）

井上　佑斗
池田　陽輝 （千葉県） 16 86 （青森県） 木村　竜仁
小林靖幸 （岐阜県） 15 85 （群馬県）

上村　啓虎
平本　大翔 （福岡県） 18 88 （東京都） 栁沼　昊太
永山 大地 （東京都） 17 87 （福岡県）

山下　寛太
落久保　諒 （三重県） 20 90 （福井県） 刀根　貫太朗
木村碧希 （富山県） 19 89 （千葉県）

池田　真芭
半田　陽次郎 （群馬県） 22 92 （埼玉県） 松原優樹
加藤　漣恩 （静岡県） 21 91 （大阪府）

羽田　悠人
里見　兼輔 （福岡県） 24 94 （岡山県） 岡田　悠暉
小林　和生 （長野県） 23 93 （神奈川県）

金澤　未來
関口　恵将 （東京都） 26 96 （福島県） 小林陸空
内川孝太郎 （埼玉県） 25 95 （福岡県）

壽盛　廉実
篠原　至成 （愛媛県） 28 98 （長野県） 山城　龍聖
関戸　帝我 （茨城県） 27 97 （北海道）

小髙 向生
梅津　宏太 （千葉県） 30 100 （愛媛県） 小山　陽希
西川　大雅 （大阪府） 29 99 （宮城県）

片桐　良成
由元　佑樹 （岡山県） 32 102 （群馬県） 金井　侑晟
笠原 光流 （宮城県） 31 101 （静岡県）

川添怜虎
谷本　裕昇 （愛知県） 34 104 （石川県） 埴崎　心
新山　蒼志郎 （青森県） 33 103 （岐阜県）

中野　健
廣野　瑛士 （岡山県） 36 106 （兵庫県） 岡田　空亜
山本　望翔 （京都府） 35 105 （東京都）

大坂　恭平
藤田　峻也 （福岡県） 38 108 （新潟県） 菊池　凌生
龍見　侑曉 （群馬県） 37 107 （秋田県）

武藤　冬芽
石井　羚矢 （大阪府） 40 110 （福岡県） 井上　漣
細川　大翔 （青森県） 39 109 （静岡県）

河野　元旗
室田　慶次 （愛知県） 42 112 （栃木県） 辻　祐輝
髙橋　煌 （三重県） 41 111 （山梨県）

相馬　瑛太
向田　晟二朗 （石川県） 44 114 （千葉県） 八木　泰斗
高野永吉 （富山県） 43 113 （青森県）

荒木田　航
渋谷祥太朗 （埼玉県） 46 116 （大阪府） 相川　隼絆
柳澤　琉清 （長野県） 45 115 （茨城県）

小泉 冬真
島　知希 （広島県） 48 118 （埼玉県） 川邊駿人
大橋　春斗 （京都府） 47 117 （宮城県）

湯浅　直大 （神奈川県） 51 121 （神奈川県）

蜷川　健太

松岡　寛斉 （熊本県）

50 120 （京都府） 西村　一惺
小野口　葵 （千葉県） 49 119 （東京都）
土屋　武士 （東京都）

53 123 （富山県）

大舘　琉夏

岸　翔琉
日比野巧 （岐阜県） 54 124 （群馬県） 徳井　渉介

浅野 一晄 （宮城県） 52 122 （三重県） 田口 晃生

加藤　英翔
清水　蓮 （北海道） 56 126 （岡山県） 生口　琥太郎
藤井　悠斗 （群馬県） 55 125 （神奈川県）

藤本　慈生
各務　颯真 （福岡県） 58 128 （埼玉県） 早坂琉翔
芝　健翔 （三重県） 57 127 （千葉県）

鈴木　椋
岡山　禅 （石川県） 60 130 （茨城県） 齊藤　潔志
薛　華建 （東京都） 59 129 （福島県）

中村　奈琥
清水滉生 （福島県） 62 132 （岐阜県） 井上亜蘭
坂元　翔飛 （静岡県） 61 131 （静岡県）

髙見　勇利矢
大隈翔斗 （佐賀県） 64 134 （北海道） 谷　颯記
江部　太樹 （神奈川県） 63 133 （石川県）

（新潟県）

鈴木　翔大
鳴海　弘大 （新潟県） 66 136 （福岡県） 吉村 賢人
足立　純弥 （福井県） 65 135 （長野県）
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大鹿 智之
田　瑛太 （兵庫県） 70 140 （愛媛県） 藤原　暖斗

中川　漣 （茨城県） 69 139 （東京都）

猪又　碧生
池田光翔 （埼玉県） 68 138 （広島県） 肉戸　海彪
長谷川　泰輝 （栃木県） 67 137


