
１年男子個人形

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 荒屋　虎斗郎 ｱﾗﾔ  ｺﾄﾛｳ 北海道 1

2 北海道 春日　琉之介 ｶｽｶﾞ　ﾘｭｳﾉｽｹ 北海道 1

3 北海道 吉田　翔真 ﾖｼﾀﾞ  ﾄｳﾏ 北海道 1

4 北海道 三野　桜介 ﾐﾉ  ｵｳｽｹ 北海道 1

5 東北 髙山　唯月 ﾀｶﾔﾏ  ｲﾂｷ 山形 1

6 東北 田畑　悠良 ﾀﾊﾞﾀ  ﾕｳﾗ 宮城 1

7 東北 上野　凌雅 ｳﾜﾉ  ﾘｮｳｶﾞ 岩手 1

8 東北 芹田　翔真 ｾﾘﾀ  ｼｮｳﾏ 宮城 1

9 関東 松井　日々人 ﾏﾂｲ  ﾋﾋﾞﾄ 神奈川 1

10 関東 成田　貴一 ﾅﾘﾀ  ｷｲﾁ 東京 1

11 関東 栗原　昭斗 ｸﾘﾊﾗ  ｱｷﾄ 茨城 1

12 関東 松田　凛 ﾏﾂﾀﾞ  ﾘﾝ 千葉 1

13 関東 小野原　快 ｵﾉﾊﾗ  ｶｲ 東京 1

14 関東 三村　海翔 ﾐﾑﾗ  ｶｲﾄ 埼玉 1

15 北信越 小池　太陽 ｺｲｹ  ﾀｲﾖｳ 長野 1

16 北信越 野畠　完司 ﾉﾊﾞﾀ  ｶﾝｼ 石川 1

17 東海 西村　学起 ﾆｼﾑﾗ  ｻﾄｷ 愛知 1

18 東海 西生　記弥 ﾆｼｵ  ﾌﾐﾔ 三重 1

19 東海 磯貝　道介 ｲｿｶﾞｲ  ﾐﾁｽｹ 岐阜 1

20 東海 山田　龍聖 ﾔﾏﾀﾞ  ﾘｭｳｾｲ 静岡 1

21 近畿 阿部　孝紀 ｱﾍﾞ  ｺｳｷ 大阪 1

22 近畿 黄　龍輝 ｺｳ  ﾀﾂｱｷ 大阪 1

23 近畿 櫛田　太海 ｸｼﾀﾞ  ﾀﾞｲｶﾞ 兵庫 1

24 近畿 山口　大誠 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾀｲｾｲ 兵庫 1

25 中国 矢野　奨悟 ﾔﾉ  ｼｮｳｺﾞ 広島 1

26 中国 須田　智喜 ｽﾀﾞ  ﾄﾓｷ 広島 1

27 中国 德本　空楽 ﾄｸﾓﾄ  ｿﾗ 山口 1

28 中国 山田　晏士 ﾔﾏﾀﾞ  ｱﾝｼﾞ 山口 1

29 四国 大澤　義 ｵｵｻﾜ  ｱｷ 香川 1

30 四国 渕田　将利 ﾌﾁﾀﾞ  ｼｮｳﾘ 徳島 1

31 四国 石田　亜蘭 ｲｼﾀﾞ  ｱﾗﾝ 高知 1

32 四国 細川　悠葵 ﾎｿｶﾜ  ﾕｳｷ 愛媛 1

33 九州 市村　丞 ｲﾁﾑﾗ  ﾀｽｸ 福岡 1

34 九州 園田　晟士 ｿﾉﾀﾞ  ｼﾞｮｳｼﾞ 福岡 1

35 九州 砂岡　志旺 ｽﾅｵｶ  ｼｵｳ 熊本 1

36 九州 新城　光琉 ｼﾝｼﾞｮｳ  ﾋｶﾘ 沖縄 1

37 九州 荒木　岳 ｱﾗｷ  ｶﾞｸ 鹿児島 1

38 九州 小野　湊真 ｵﾉ  ｿｳﾏ 佐賀 1

39 地元 𠮷田　陽翔 ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾅﾄ 十勝 1



２年男子個人形

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 杉本　登紀 ｽｷﾞﾓﾄ  ﾄｷ 北海道 2

2 北海道 菊川　陽向 ｷｸｶﾜ  ﾋﾅﾀ 北海道 2

3 北海道 岡田　二樹 ｵｶﾀﾞ　ﾆｷ 北海道 2

4 北海道 内田　帆高 ｳﾁﾀﾞ　ﾎﾀｶ 北海道 2

5 東北 川村　梛貴 ｶﾜﾑﾗ  ﾅｷﾞ 青森 2

6 東北 梅山　颯斗 ｳﾒﾔﾏ  ﾊﾔﾄ 秋田 2

7 東北 須知　柚稀 ｽﾁ　ﾕｽﾞｷ 宮城 2

8 東北 梶原　桃吾 ｶｼﾞﾜﾗ　ﾄｳｺﾞ 福島 2

9 関東 小栗　駿平 ｵｸﾞﾘ　ｼｭﾝﾍﾟｲ 神奈川 2

10 関東 中野　晴仁 ﾅｶﾉ  ﾊﾙﾄ 栃木 2

11 関東 志村　蓮音 ｼﾑﾗ  ﾚｵﾝ 東京 2

12 関東 安島　湊人 ｱｼﾞﾏ  ﾐﾅﾄ 神奈川 2

13 関東 望月　昭吾 ﾓﾁﾂﾞｷ  ｼｮｳｺﾞ 東京 2

14 関東 尼野　晴琉 ｱﾏﾉ  ﾊﾙ 東京 2

15 北信越 黒岩　昇矢 ｸﾛｲﾜ  ｼｮｳﾔ 長野 2

16 北信越 丸山　新 ﾏﾙﾔﾏ  ｱﾗﾀ 長野 2

17 北信越 黒﨑　源太 ｸﾛｻｷ  ｹﾞﾝﾀ 石川 2

18 北信越 宇野　太一 ｳﾉ  ﾀｲﾁ 福井 2

19 東海 奥　陽斗 ｵｸ  ﾊﾙﾄ 愛知 2

20 東海 濱口　丈 ﾊﾏｸﾞﾁ  ｼﾞｮｳ 三重 2

21 東海 稲垣　翔勇 ｲﾅｶﾞｷ  ﾄｲ 岐阜 2

22 東海 浜口　亘 ﾊﾏｸﾞﾁ  ﾜﾀﾙ 静岡 2

23 近畿 櫨　新太 ﾊｼ  ｱﾗﾀ 奈良 2

24 近畿 木下　弥 ｷﾉｼﾀ  ﾜﾀﾙ 奈良 2

25 近畿 髙橋　和大 ﾀｶﾊｼ  ﾖﾘﾄ 兵庫 2

26 近畿 堂園　晃大 ﾄﾞｳｿﾞﾉ  ｺｳﾀ 京都 2

27 中国 福島　瑛智 ﾌｸｼﾏ  ｴｲﾁ 広島 2

28 中国 藤中　悠斗 ﾌｼﾞﾅｶ  ﾕｳﾄ 広島 2

29 中国 福永　大悟 ﾌｸﾅｶﾞ  ﾀﾞｲｺﾞ 山口 2

30 中国 須田　一冴 ｽﾀﾞ  ｲｯｻ 鳥取 2

31 四国 曽根　伯斗 ｿﾈ  ﾊｸﾄ 香川 2

32 四国 松本　篤來 ﾏﾂﾓﾄ  ｱﾂｷ 徳島 2

33 四国 古用　健眞 ﾌﾙﾓﾁ  ｹﾝｼﾝ 高知 2

34 四国 菅　慶人 ｶﾝ  ｹｲﾄ 愛媛 2

35 九州 東條　泰介 ﾄｳｼﾞｮｳ  ﾀｲｽｹ 福岡 2

36 九州 田中　碧 ﾀﾅｶ  ｱｵｲ 福岡 2

37 九州 森　蓮志 ﾓﾘ  ﾚﾝｼ 福岡 2

38 九州 隈部　慶 ｸﾏﾍﾞ  ｹｲ 熊本 2

39 九州 佐藤　朔悠 ｻﾄｳ  ﾓﾄﾋｻ 大分 2

40 九州 石川　新汰 ｲｼｶﾜ  ｱﾗﾀ 沖縄 2

41 地元 鈴木　遥仁 ｽｽﾞｷ　ﾊﾙﾄ 十勝 2



３年男子個人形

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 上杉　知也 ｳｴｽｷﾞ  ﾄﾓﾔ 北海道 3

2 北海道 山北　章仁 ﾔﾏｷﾀ  ﾌﾐﾄ 北海道 3

3 北海道 口岩　龍ノ介 ｸﾁｲﾜ  ﾘｭｳﾉｽｹ 北海道 3

4 北海道 田邉　翔 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 北海道 3

5 東北 佐々木　禅 ｻｻｷ  ｾﾞﾝ 宮城 3

6 東北 井桁　惟陽 ｲｹﾞﾀ  ﾕｲﾔ 宮城 3

7 東北 武者　一咲 ﾑｼｬ  ｲｻｷ 宮城 3

8 東北 中須賀　柚人 ﾅｶｽｶ  ﾕｽﾞﾄ 宮城 3

9 関東 倉田　拓海 ｸﾗﾀ  ﾀｸﾐ 神奈川 3

10 関東 小沼　璃生 ｺﾇﾏ  ﾘｵ 群馬 3

11 関東 目黒　律希 ﾒｸﾞﾛ  ﾘﾂｷ 神奈川 3

12 関東 井上　桜太 ｲﾉｳｴ  ｵｳﾀ 山梨 3

13 関東 道上　喜一 ﾐﾁｶﾞﾐ  ｷｲﾁ 埼玉 3

14 北信越 田中　達哉 ﾀﾅｶ  ﾀﾂﾔ 長野 3

15 北信越 中沢　礼瑠 ﾅｶｻﾞﾜ  ﾗｲﾙ 長野 3

16 北信越 内田　将太 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 石川 3

17 北信越 髙橋　明仁 ﾀｶﾊｼ  ｱｷﾄ 福井 3

18 東海 久田　顚馬 ﾋｻﾀﾞ ﾃﾝﾏ 愛知 3

19 東海 矢島　成那 ﾔｼﾞﾏ  ｾﾅ 三重 3

20 東海 澤井　優斗 ｻﾜｲ  ﾕｳﾄ 岐阜 3

21 東海 向山　　蓮 ﾑｺｳﾔﾏ  ﾚﾝ 静岡 3

22 近畿 髙田　宗汰 ﾀｶﾀﾞ  ｿｳﾀ 大阪 3

23 近畿 大東　壮史 ｵｵﾋｶﾞｼ  ｿｳｼ 大阪 3

24 近畿 三明　慶祐 ﾐｱｹ　ｷｮｳｽｹ 京都 3

25 近畿 脇田　あさひ ﾜｷﾀ   ｱｻﾋ 京都 3

26 中国 須田　晴喜 ｽﾀﾞ  ﾊﾙｷ 広島 3

27 中国 山田　征侍 ﾔﾏﾀﾞ  ｾｲｼﾞ 山口 3

28 中国 永地　湊 ﾅｶﾞﾄﾁ　ﾐﾅﾄ 山口 3

29 中国 竹谷　風吹 ﾀｹﾀﾆ  ｼｮｱ 鳥取 3

30 四国 河田　大誌 ｶﾜﾀﾞ  ﾀｲｼ 香川 3

31 四国 岡田　惺己 ｵｶﾀﾞ  ｾﾅ 徳島 3

32 四国 重稲　光希　 ｼｹﾞｲﾅ  ﾐﾂﾞｷ 高知 3

33 四国 松下　清士郎 ﾏﾂｼﾀ  ｾｲｼﾛｳ 愛媛 3

34 九州 原　悠斗 ﾊﾗ  ﾕｳﾄ 福岡 3

35 九州 古賀　碧波 ｺｶﾞ  ｱｵﾊﾞ 福岡 3

36 九州 中里　慶士郎 ﾅｶｻﾞﾄ  ｹｲｼﾛｳ 長崎 3

37 九州 佐藤　龍希 ｻﾄｳ  ﾘｭｳｷ 大分 3

38 九州 屋比久　和奇 ﾔﾋﾞｸ  ｶｽﾞｷ 沖縄 3

39 九州 波多野　和司 ﾊﾀﾉ  ｶｽﾞｼ 沖縄 3

40 地元 鈴木　龍音 ｽｽﾞｷ　ﾘｵﾄ 十勝 3



４年男子個人形

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 森　柊仁 ﾓﾘ  ｼｭｳﾄ 北海道 4

2 北海道 川上　絢叶 ｶﾜｶﾐ  ｹﾝﾄ 北海道 4

3 北海道 新田　一晴 ﾆｯﾀ  ｲｯｾｲ 北海道 4

4 北海道 日向寺　佑弥 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ  ﾕｳﾔ 北海道 4

5 東北 川崎　煌聖 ｶﾜｻｷ  ｺｳｾｲ 岩手 4

6 東北 藤原　悠利 ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾕｳﾘ 岩手 4

7 東北 吉田　遼祐 ﾖｼﾀﾞ  ﾘｮｳｽｹ 宮城 4

8 東北 丹野　龍汰 ﾀﾝﾉ  ﾘｭｳﾀ 福島 4

9 関東 小林　蒼昊 ｺﾊﾞﾔｼ  ｿﾗ 東京 4

10 関東 神田　唯丞 ｶﾝﾀﾞ  ﾕｲｽｹ 東京 4

11 関東 三輪　柑太 ﾐﾜ  ｶﾝﾀ 神奈川 4

12 関東 岩崎　昊之介 ｲﾜｻｷ  ｺｳﾉｽｹ 神奈川 4

13 関東 林　輝瑠 ﾊﾔｼ  ｷﾗﾘ 東京 4

14 関東 早乙女　泰良 ｻｵﾄﾒ  ﾀｲﾗ 栃木 4

15 北信越 大方　悠之伸 ｵｵｶﾀ  ﾊﾙﾉｼﾝ 長野 4

16 北信越 伊藤　翼 ｲﾄｳ  ﾂﾊﾞｻ 長野 4

17 北信越 高村　龍ノ佑 ﾀｶﾑﾗ  ﾘｭｳﾉｽｹ 富山 4

18 北信越 中川　凱瑛 ﾅｶｶﾞﾜ  ｶｲｴ 石川 4

19 東海 野崎　和貴 ﾉｻﾞｷ  ｶｽﾞｷ 愛知 4

20 東海 奈須　壮汰 ﾅｽ  ｿｳﾀ 三重 4

21 東海 磯貝　英介 ｲｿｶﾞｲ  ｴｲｽｹ 岐阜 4

22 東海 川口　瑛太 ｶﾜｸﾞﾁ  ｴｲﾀ 静岡 4

23 近畿 竹中　遥音 ﾀｹﾅｶ  ﾊﾙﾄ 大阪 4

24 近畿 黒田　源十 ｸﾛﾀﾞ  ｹﾞﾝｼﾞｭｳ 兵庫 4

25 近畿 勝嶋　亮太 ｶﾂｼﾏ  ﾘｮｳﾀ 京都 4

26 近畿 小川　誠人 ｵｶﾞﾜ  ﾏｺﾄ 和歌山 4

27 中国 島谷　朋弥 ｼﾏﾀﾆ  ﾄﾓﾔ 広島 4

28 中国 山口　能裕 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｶﾋﾛ 広島 4

29 中国 山内　嘉仁 ﾔﾏｳﾁ　ﾖｼﾄ 岡山 4

30 中国 楮原　要 ｶｺﾞﾊﾗ　ｶﾅﾒ 鳥取 4

31 四国 藤本　康正 ﾌｼﾞﾓﾄ  ｺｳｾｲ 香川 4

32 四国 東條　将祐 ﾄｳｼﾞｮｳ  ｼｮｳｽｹ 徳島 4

33 四国 田宮　千尋 ﾀﾐﾔ  ﾁﾋﾛ 高知 4

34 四国 堀川　卓幹 ﾎﾘｶﾜ  ﾀｸﾐ 愛媛 4

35 九州 田中　琉晴 ﾀﾅｶ  ﾘｭｳｾｲ 熊本 4

36 九州 東江　晃生 ｱｶﾞﾘｴ  ｺｳｾｲ 沖縄 4

37 九州 新城　佑賢 ｼﾝｼﾞｮｳ  ﾕｳｹﾝ 沖縄 4

38 九州 島袋　歩希 ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ｱﾕｷ 沖縄 4

39 九州 宜志富　琉希 ｷﾞｼﾄﾐ　ﾙｷ 沖縄 4

40 九州 嶋本　琉歩 ｼﾏﾓﾄ  ﾘｭｳｱ 佐賀 4

41 地元 内田　天梧 ｳﾁﾀﾞ　ﾃﾝｺﾞ 十勝 4



５年男子個人形

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 北川　流輝 ｷﾀｶﾞﾜ  ﾙｷ 北海道 5

2 北海道 佐々木　草太 ｻｻｷ  ｿｳﾀ 北海道 5

3 北海道 鈴木　太陽 ｽｽﾞｷ  ﾀｲﾖｳ 北海道 5

4 北海道 大浦　龍之進 ｵｵｳﾗ　ﾀﾂﾉｼﾝ 北海道 5

5 東北 松前　徹太 ﾏﾂﾏｴ  ﾃｯﾀ 宮城 5

6 東北 須藤　魁士 ｽﾄｳ  ｶｲﾄ 青森 5

7 東北 阿部　恭大 ｱﾍﾞ  ｷｮｳﾀ 宮城 5

8 東北 鈴木　怜大 ｽｽﾞｷ  ﾚｵ 宮城 5

9 関東 中野　蒼都 ﾅｶﾉ  ｿｳﾄ 栃木 5

10 関東 加藤　友粋 ｶﾄｳ  ﾄﾓｷ 東京 5

11 関東 矢部　力也 ﾔﾍﾞ  ﾘｷﾔ 神奈川 5

12 関東 日高　璃成 ﾋﾀﾞｶ  ﾘﾅﾘ 栃木 5

13 関東 宮本　開己 ﾐﾔﾓﾄ  ｶｲｷ 神奈川 5

14 関東 山田　啓人 ﾔﾏﾀﾞ  ｹｲﾄ 栃木 5

15 北信越 山田　鉄生 ﾔﾏﾀ ﾞ　ﾃｯｼｮｳ 長野 5

16 北信越 中山　彩冬 ﾅｶﾔﾏ  ｱﾔﾄ 長野 5

17 北信越 佐々木　尊 ｻｻｷ　ﾀｹﾙ 新潟 5

18 北信越 小林　世韻 ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾝ 福井 5

19 東海 和田　侑真 ﾜﾀﾞ  ﾕｳﾏ 愛知 5

20 東海 長谷部　雄大 ﾊｾﾍﾞ  ﾕｳﾀﾞｲ 三重 5

21 東海 大隅　至道 ｵｵｽﾐ  ｼﾄﾞｳ 岐阜 5

22 東海 小西　湧悟 ｺﾆｼ  ﾕｳｺﾞ 静岡 5

23 近畿 小野　志音 ｵﾉ  ｼｵﾝ 大阪 5

24 近畿 原田　湊大 ﾊﾗﾀﾞ  ｿｳﾀﾞｲ 兵庫 5

25 近畿 杉山　奏太 ｽｷﾞﾔﾏ  ｶﾅﾀ 兵庫 5

26 近畿 山口　昂大 ﾔﾏｸﾞﾁ  ｺｳﾀﾞｲ 京都 5

27 中国 川瀬　蒼太 ｶﾜｾ　ｿｳﾀ 広島 5

28 中国 河口　世那 ｶﾜｸﾞﾁ  ｾﾅ 山口 5

29 中国 山村　汰平 ﾔﾏﾑﾗ  ﾀｲﾍｲ 山口 5

30 中国 杉木　蘭徠 ｽｷﾞｷ  ﾗｲﾗ 岡山 5

31 四国 丸尾　悠真 ﾏﾙｵ  ﾕｳﾏ 香川 5

32 四国 泉　友厚 ｲｽﾞﾐ  ﾄﾓｱﾂ 徳島 5

33 四国 半谷　来緒 ﾊﾝﾔ  ﾗｲｵ 高知 5

34 四国 森　太陽 ﾓﾘ  ﾀｲﾖｳ 愛媛 5

35 九州 坂口　創弥 ｻｶｸﾞﾁ  ｿｳﾔ 福岡 5

36 九州 星子　知潤 ﾎｼｺ  ﾁﾋﾛ 熊本 5

37 九州 日名子　柊也 ﾋﾅｺﾞ  ﾄｳﾔ 大分 5

38 九州 比嘉　琉之介 ﾋｶﾞ  ﾘｭｳﾉｽｹ 沖縄 5

39 九州 永山　陽向 ﾅｶﾞﾔﾏ  ﾋﾅﾀ 沖縄 5

40 九州 金城　海里 ｷﾝｼﾞｮｳ  ｶｲﾘ 沖縄 5

41 地元 山田　蒼翔 ﾔﾏﾀﾞ　ｱｵﾄ 十勝 5



６年男子個人形

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 秦野　隼 ﾊﾀﾉ  ｼｭﾝ 北海道 6

2 北海道 高野　翔暉 ﾀｶﾉ  ｼｮｳｷ 北海道 6

3 北海道 熊谷　琉希 ｸﾏｶﾞｲ  ﾘｭｳｷ 北海道 6

4 北海道 中山　友喜 ﾅｶﾔﾏ  ﾄﾓｷ 北海道 6

5 東北 小野　純希 ｵﾉ  ｼﾞｭﾝｷ 宮城 6

6 東北 厂原　永暖 ｶﾞﾝﾊﾞﾗ  ｴｲﾀﾞﾝ 宮城 6

7 東北 泉田　歩夢 ｲｽﾞﾐﾀ  ｱﾕﾑ 秋田 6

8 東北 石井　健介 ｲｼｲ  ｹﾝｽｹ 秋田 6

9 関東 岩崎　廉 ｲﾜｻｷ  ﾚﾝ 神奈川 6

10 関東 飯田　演斗 ｲｲﾀﾞ  ﾋﾛﾄ 神奈川 6

11 関東 叶内　九十九 ｶﾅｳﾁ  ﾂｸﾓ 栃木 6

12 関東 諸橋　陸 ﾓﾛﾊｼ  ﾘｸ 神奈川 6

13 関東 後藤　壮良 ｺﾞﾄｳ  ｿｳｽｹ 埼玉 6

14 関東 田中　駿一郎 ﾀﾅｶ  ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 東京 6

15 北信越 石川　征吾 ｲｼｶﾜ  ｾｲｺﾞ 長野 6

16 北信越 黒岩　千隼 ｸﾛｲﾜ  ﾁﾊﾔ 長野 6

17 北信越 大方　凱元 ｵｵｶﾀ  ﾄｷﾏｻ 長野 6

18 北信越 中川　彪梧 ﾅｶｶﾞﾜ  ﾋｭｳｺﾞ 石川 6

19 東海 二宮　佑斗 ﾆﾉﾐﾔ  ﾕｳﾄ 愛知 6

20 東海 高野　陽斗 ﾀｶﾉ  ﾊﾙﾄ 三重 6

21 東海 浅井　健琉 ｱｻｲ  ﾀｹﾙ 岐阜 6

22 東海 三井　詠一朗 ﾐﾂｲ  ｴｲｲﾁﾛｳ 静岡 6

23 近畿 堀　快士 ﾎﾘ　ｶｲｼ 大阪 6

24 近畿 橋本　幸空 ﾊｼﾓﾄ 　ｻｸ 大阪 6

25 近畿 中山　鉄將 ﾅｶﾔﾏ  ﾃｯｼｮｳ 大阪 6

26 近畿 中谷　慶良 ﾅｶﾀﾆ　ﾁｶﾙ 兵庫 6

27 中国 三原　康椰 ﾐﾊﾗ  ｺｳﾔ 広島 6

28 中国 大石　瑛太 ｵｵｲｼ  ｴｲﾀ 山口 6

29 中国 越智　玲丹 ｵﾁ  ﾚｲﾆ 岡山 6

30 中国 滝澤　唯颯 ﾀｷｻﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ 岡山 6

31 四国 河野　匠吾 ｺｳﾉ  ｼｮｳｺﾞ 香川 6

32 四国 中川　雄貴 ﾅｶｶﾞﾜ  ﾕｳｷ 徳島 6

33 四国 伊藤　龍真 ｲﾄｳ  ﾀﾂﾏ 高知 6

34 四国 横田　博紀 ﾖｺﾀ  ﾋﾛｷ 愛媛 6

35 九州 佐藤　壱 ｻﾄｳ  ｲﾁ 福岡 6

36 九州 中里　淳之介 ﾅｶｻﾞﾄ  ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 長崎 6

37 九州 後藤　陸斗 ｺﾞﾄｳ  ﾘｸﾄ 大分 6

38 九州 島袋　琉心 ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾘｭｳｼﾝ 沖縄 6

39 九州 伊志嶺　太陸 ｲｼﾐﾈ  ﾀｲﾘｸ 沖縄 6

40 九州 井上　龍 ｲﾉｳｴ  ﾘｭｳ 佐賀 6

41 地元 山口　琥太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｺﾀﾛｳ 十勝 6


