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北海道 尾髙　翔太 東京都 古畑　和輝 三重県 伊東　将成
北海道 紺谷　涼太 東京都 八鍬　良太 三重県 梅田　久徳
北海道 寺口　卓 東京都 熊沢　颯 三重県 瀬戸　翔
北海道 髙橋　麗也 東京都 村上　裕一 三重県 堤山　航
北海道 能呂　孔策 東京都 高橋　陸 三重県 加藤　勇紀
北海道 稲辺　雄大 東京都 小野　在由 三重県 黒川　陽一
岩手県 菅原　奏 東京都 大橋　龍寛 三重県 菊池　彰
岩手県 一条　竜矢 東京都 横山　惇泰 三重県 井岡　聖一
岩手県 千田　亮成 東京都 柴山　竜吾 三重県 山本　晃
岩手県 吉田　勝弘 東京都 井上龍太朗 三重県 永井裕乃進
宮城県 熊澤かうり 東京都 小川　諒也 三重県 髙木　大輔
宮城県 松本　拓也 東京都 清水　大地 岐阜県 安田　洋規
宮城県 茂林　健太 東京都 山中　徹治 岐阜県 吉村　直人
宮城県 山下　大輔 東京都 大戸　奏 岐阜県 服部　寛大
宮城県 加賀　悠暉 東京都 笹谷　寛隆 岐阜県 石川　巧真
宮城県 我妻　正章 東京都 田中　一成 岐阜県 村瀬　大地
茨城県 髙橋　宏輔 神奈川県 畑　秀明 岐阜県 夏目　智樹
茨城県 渡邉　楓 神奈川県 菅野　直人 滋賀県 川嵜　亮太
茨城県 宮本　拓実 神奈川県 斎藤　祐太 滋賀県 中川　漣
茨城県 増井　陸 神奈川県 塚越　翔太 滋賀県 山本　道広
茨城県 川上　諒 神奈川県 木村　光希 滋賀県 藤原　智也
茨城県 斉藤　翼 神奈川県 佐々木智之 滋賀県 島本　昭宏
栃木県 荒井　崇聡 神奈川県 石崎　修 滋賀県 藤田　忠志
栃木県 人見　皇紀 神奈川県 矢田部耀丞 京都府 久米　一寧
栃木県 大室　勝幸 神奈川県 斎藤　有作 京都府 大藪信太郎
栃木県 福田　隼也 神奈川県 川田　光一 京都府 坂本　健治
栃木県 堀　遼太郎 神奈川県 石川　夕真 京都府 越川　拓磨
栃木県 水沼　秀聡 神奈川県 鶴見　亮剛 京都府 直木　翼
群馬県 砂長　空 神奈川県 川田　正二 京都府 内藤慎之介
群馬県 瀧村　和則 富山県 越前　哲男 京都府 田中　渚登
群馬県 石川　裕大 富山県 谷口　博之 京都府 仁科　友之
群馬県 須田風海音 富山県 立花　栄丈 京都府 横田　正一
群馬県 折原　洸太 富山県 山崎　昭太 京都府 松本　春樹
群馬県 宮澤　拓哉 富山県 西崎　克 京都府 円山　和哉
群馬県 久保田柊志 富山県 宮本　隆一 京都府 森下　潤
群馬県 折原　慶人 石川県 安村　響 大阪府 妹背　聡海
群馬県 齋藤　航琉 石川県 山本　太陽 大阪府 水野　紘大
群馬県 山﨑　航汰 石川県 宮谷　拓海 大阪府 堤　祐樹
群馬県 清水　裕太 石川県 河内　唯斗 大阪府 武本　真明
群馬県 清水　嵐太 石川県 田中　智之 大阪府 村野　渉吏
埼玉県 髙橋悠太朗 石川県 中倉　啓太 大阪府 守屋　雄斗
埼玉県 秋元　優志 静岡県 内藤　広人 大阪府 上西　良和
埼玉県 浦川　毅 静岡県 勝又　七夢 大阪府 本堂　方人
埼玉県 吉原　正明 静岡県 村上　太一 大阪府 片山　大輔
埼玉県 寺島　光希 静岡県 戸塚　翼 大阪府 浦口　健一
埼玉県 今北　侑吾 静岡県 山本　将 大阪府 白濱　大夢
千葉県 佐藤　滉介 静岡県 長澤　椋 大阪府 岸田　健佑
千葉県 内野　稔 静岡県 鈴木　啓介 大阪府 松田　健吾
千葉県 小倉　康輔 静岡県 田端　真也 大阪府 髙橋　宏冶
千葉県 谷川　有司 静岡県 伊藤　海斗 大阪府 赤松　実
千葉県 齋藤　修平 静岡県 中村　浩將 大阪府 澤田　信吾
千葉県 前田　長一 静岡県 田中　晴翔 大阪府 田村　翼
東京都 鈴木　彪雅 静岡県 藤田　知久 大阪府 山本　崇之
東京都 井口　遼太 三重県 髙木　裕太 兵庫県 仲植　誠真
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兵庫県 立花　尚貴 佐賀県 北古賀孝夫 愛知県 山田裕太郎
兵庫県 立花　仁貴 佐賀県 吉村　勝寿 愛知県 桑原　達也
兵庫県 大西　智紀 長崎県 福満　亮 愛知県 吉田　幸司
兵庫県 仲植　広宣 長崎県 原口　優馬 愛知県 小林　海翔
兵庫県 加地　敏浩 長崎県 山下　知且 愛知県 菊田　樹
和歌山県 坂原　慎平 長崎県 小山　愁斗 愛知県 三谷　優斗
和歌山県 渡邉　玲史 長崎県 德久　恵大 愛知県 岡田　有翔
和歌山県 安里　秀策 長崎県 山本　達也 愛知県 長谷川星凪
和歌山県 阪本　雪跳 熊本県 藤永　北斗 愛知県 林　優輝
和歌山県 山口　厚司 熊本県 前田　耕成 愛知県 豊田　凌平
和歌山県 西田　一善 熊本県 中川　龍成 愛知県 渡邉　貴仁
岡山県 錦織　秀 熊本県 緒方　嘉彦 愛知県 野々山寿光
岡山県 飯野　順平 熊本県 吉本　隆夫
岡山県 髙淵　玲志 熊本県 中川　貴史
岡山県 塩㞍　裕也 宮崎県 藤井　慶人
岡山県 川並　慎治 宮崎県 愛甲　雅治
岡山県 飯野　恭平 宮崎県 園田　一誠
広島県 山本　智哉 宮崎県 簗川　伸一
広島県 井戸　寛 宮崎県 川畑　亨弘
広島県 難波江康雄 宮崎県 野崎　俊哉
広島県 濵野　柊矢 鹿児島県 野村　経博
広島県 二宮　知樹 鹿児島県 岩下　真
広島県 石井　浩次 鹿児島県 久冨木　広
山口県 今村　蒼太 鹿児島県 上松　博秋
山口県 品川　圭佑 沖縄県 下地　良尚
山口県 田中隆一朗 沖縄県 高久　大和
山口県 大谷　駿斗 沖縄県 又吉　海輝
山口県 奥田　悠介 沖縄県 宮城　快仁
山口県 奥田　倫平 沖縄県 又吉　悠煌
徳島県 星合　一希 沖縄県 座波　政斗
徳島県 福島　滉己 学生連合 西島本有生
徳島県 伊達　猛人 学生連合 斎藤　翔
福岡県 米村　公希 学生連合 東海　純
福岡県 福原　尊 学生連合 中里　隆和
福岡県 長尾　健汰 学生連合 林　元輝
福岡県 熊　凌汰 学生連合 新舎　拓巳
福岡県 岡本　龍二 学生連合 田窪　一翔
福岡県 髙木　遼介 学生連合 深山　碧巴
福岡県 黒瀬　一歩 学生連合 立花　和貴
福岡県 大山　愁人 学生連合 佐藤　雄偉
福岡県 長尾　脩甫 学生連合 石岡　大空
福岡県 升水　祐介 学生連合 山本　青空
福岡県 樋口　幹人 学生連合 登川　陸
福岡県 四宮　佑規 学生連合 中尾　佑輝
佐賀県 枝吉　誠 学生連合 平良　直也
佐賀県 松尾　斉 学生連合 千田　祐太
佐賀県 林　勝志 学生連合 堤　哲彦
佐賀県 池田　貴弘 学生連合 宮崎　直哉
佐賀県 笹原　卓也 愛知県 大月　光浩
佐賀県 村濱　裕紀 愛知県 木村　謙太
佐賀県 笠原　裕惺 愛知県 白井　康介
佐賀県 田中　陽貴 愛知県 犬飼　健志
佐賀県 前原　健吾 愛知県 大笹　裕豊
佐賀県 廣川　陽三 愛知県 佐藤　宇宙


