
No 階級 県名 県名

36 1 P 滋賀県 北海道

37 2 P 静岡県 岩手県

38 3 P 岐阜県 鳥取県

39 4 P 宮崎県 東京都

40 5 F 神奈川県 岐阜県

41 6 F 福岡県 京都府

42 7 F 福井県 鳥取県

43 8 F 静岡県 山形県

44 9 L 新潟県 東京都

45 10 L 熊本県 北海道

46 11 P 北海道 熊本県

47 12 P 大阪府 岐阜県

48 13 P 青森県 千葉県

49 14 P 福岡県 新潟県

50 15 LF 新潟県 福岡県

51 16 LF 岩手県 鳥取県

52 17 LF 熊本県 兵庫県

53 18 LF 広島県 栃木県

54 19 F 京都府 宮崎県

55 20 F 香川県 島根県

56 21 F 神奈川県 新潟県

57 22 F 大阪府 熊本県

58 23 B 北海道 千葉県

59 24 B 千葉県 佐賀県

60 25 B 宮城県 広島県

61 26 B 熊本県 埼玉県

62 27 L 奈良県 北海道

63 28 L 千葉県 宮崎県

64 29 L 愛媛県 福岡県

65 30 L 大阪府 群馬県
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徳里　実奈美 横浜総合高等学校

青コーナー

所属選手名

釜石高等学校

吉岡　めい

赤コーナー

恵庭南高等学校
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馬場　叶夢 堀川　龍

小川　翼

福家　丈司 高松工芸高等学校

田中　湧也

青森工業高等学校

大窪　泰雅 東海大学付属熊本星翔高等学校

及川　天斗 黒沢尻工業高等学校

澁谷　聡志 新潟南高等学校

博多高等学校

坂本　俊輔

窪田　湧斗 浪速高等学校

福井工業大学附属福井高等学校

大隅　咲和 浜松工業高等学校

松矢　莉央 巻総合高等学校

神戸朝鮮高級学校

駿台学園高等学校

後藤　陽乃 岐阜工業高等学校

入江　聖奈

尾関　奈津美

裵　聖和

美坂　穂香

片岡　亜沙人

米子西高等学校

西村　春香

所属

府中東高等学校

桑原　実優 常葉学園橘高等学校

奈須　海咲 日章学園高等学校

金沢　歩南

立木　聖華

平山　夢 宇美商業高等学校

米子南高等学校

岐阜工業高等学校

森井　良伍 旭川商業高等学校

花田　果歩 九州学院高等学校

日本大学山形高等学校

渡邉　千尋

能登川高等学校

濱本　紗也 京都廣学館高等学校

阿部　桃子

多治見北高等学校 木下　鈴花

南雲　理子

重岡　銀次朗 開新高等学校

苫小牧西高等学校

滝澤　栄吉 開志学園高等学校

習志野高等学校

豊国学園高等学校

小川　達也 境港総合技術高等学校

川谷　剛史

立花　拳斗 出雲工業高等学校

作新学院高等学校

中谷　七都 京都廣学館高等学校 中垣　龍汰朗 日章学園高等学校

崇徳高等学校

竹見　浩史郎 東海大学付属熊本星翔高等学校

松本　圭佑 みなと総合高等学校 本間　直樹 新潟向陽高等学校

大阪体育大学浪商高等学校布元　寿弥

西　晃 高志館高等学校

谷崎　壱幸 札幌工業高等学校 堤　駿斗 習志野高等学校

笈川　夏愛 千葉経済大学付属高等学校

崇徳高等学校

中田　流星 東海大学付属熊本星翔高等学校 西岡　怜英 花咲徳栄高等学校

佐藤　大仁 名取高等学校 梶原　武蔵

今永　虎雅 王寺工業高等学校 木戸口　謙辰 北海学園札幌高等学校

中村　洸太 千葉経済大学付属高等学校 堤　龍之介 日章学園高等学校

東福岡高等学校

木谷　陸 泉尾高等学校 清水　陸翔 太田東高等学校

上甲　海斗 松山工業高等学校 原田　大生

Ａリング
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所属

Ａリング

66 31 LW 福岡県 栃木県

67 32 LW 大阪府 岐阜県

68 33 LW 静岡県 奈良県

69 34 LW 千葉県 富山県

70 35 W 愛知県 岩手県

71 36 W 佐賀県 新潟県

72 37 W 東京都 大阪府

73 38 W 北海道 広島県

74 39 M 京都府 岩手県

75 40 M 宮崎県 埼玉県

76 41 M 愛知県 広島県

77 42 M 新潟県 愛媛県

78 43

豊田　純也 豊国学園高等学校 佐藤　奨 作新学院高等学校

加々田　優人 興國高等学校 齋藤　英豪 中京高等学校

上原　大樹 伊東商業高等学校 荒本　一成 王寺工業高等学校

宮田　彪我 習志野高等学校 湊　覇樹 富山工業高等学校

本島　翼 名古屋工学院専門学校高等課程 佐藤　脩斗 水沢工業高等学校

成富　丈一郎 杵島商業高等学校 髙橋　大悟 新潟向陽高等学校

須永　大護 駿台学園高等学校 宇佐美　正　パトリック 興國高等学校

小林　勇太 恵庭南高等学校 入澤　心太 崇徳高等学校

大上　隼 京都廣学館高等学校 菊地　永司 盛岡南高等学校

吉野　健吾 日章学園高等学校 若谷　豪 花咲徳栄高等学校

川村　英吉 享栄高等学校 三浦　健人 広陵高等学校

近藤　陸 開志学園高等学校 大西　玲 松山城南高等学校


