
１年男子個人組手

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 二石　悠生 ﾌﾀｲｼ  ﾕｳｷ 北海道 1

2 北海道 櫻庭　楓斗 ｻｸﾗﾊﾞ  ﾌｳﾄ 北海道 1

3 北海道 三野　桜介 ﾐﾉ  ｵｳｽｹ 北海道 1

4 北海道 春日　琉之介 ｶｽｶﾞ　ﾘｭｳﾉｽｹ 北海道 1

5 東北 小田　珀ノ辰 ｵﾀﾞ  ﾊｸﾉｼﾝ 宮城 1

6 東北 五十嵐　翔麻 ｲｶﾞﾗｼ  ｼｮｳﾏ 宮城 1

7 東北 森山　新志 ﾓﾘﾔﾏ  ｱﾗｼ 宮城 1

8 東北 千葉　想明 ﾁﾊﾞ  ｿｳﾒｲ 宮城 1

9 関東 柴崎　道那人 ｼﾊﾞｻｷ  ﾐﾅﾄ 千葉 1

10 関東 田野　莉飛斗 ﾀﾉ  ﾘﾋﾄ 栃木 1

11 関東 舛田　一心 ﾏｽﾀﾞ  ｲｯｼﾝ 千葉 1

12 関東 西村　唯冴 ﾆｼﾑﾗ  ｲｻ 神奈川 1

13 関東 渡辺　倫士 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾘﾄ 神奈川 1

14 関東 岡田　龍志 ｵｶﾀﾞ  ﾘｭｳｼﾞ 茨城 1

15 北信越 太田　地洋　 ｵｵﾀ  ﾁﾋﾛ 長野 1

16 北信越 仲川　祐也 ﾅｶｶﾞﾜ  ﾕｳﾔ 長野 1

17 北信越 丸山　倖誠 ﾏﾙﾔﾏ　ｺｳｾｲ 新潟 1

18 北信越 平崎　零二郎 ﾋﾗｻｷ  ﾚｲｼﾞﾛｳ 富山 1

19 東海 氏原　大翔 ｳｼﾞﾊﾗ  ﾋﾛﾄ 愛知 1

20 東海 川端　律 ｶﾜﾊﾞﾀ  ﾘﾂ 三重 1

21 東海 壷阪　宥羽 ﾂﾎﾞｻｶ  ﾕｳ 岐阜 1

22 東海 海沼　踏地 ｶｲﾇﾏ  ﾄｳｼﾞ 静岡 1

23 近畿 森本　琥太郎 ﾓﾘﾓﾄ  ｺﾀﾛｳ 兵庫 1

24 近畿 阪本　陸斗 ｻｶﾓﾄ  ﾘｸﾄ 奈良 1

25 近畿 増田　鷹虎 ﾏｽﾀﾞ  ﾖｳｶﾞ 奈良 1

26 近畿 松尾　申盛 ﾏﾂｵ   ｼﾝｾｲ 京都 1

27 中国 矢野　奨悟 ﾔﾉ  ｼｮｳｺﾞ 広島 1

28 中国 須田　智喜 ｽﾀﾞ  ﾄﾓｷ 広島 1

29 中国 德本　空楽 ﾄｸﾓﾄ  ｿﾗ 山口 1

30 中国 森本　葵士 ﾓﾘﾓﾄ  ｱｵｼ 岡山 1

31 四国 阿部　和翔 ｱﾍﾞ  ｶｽﾞﾄ 香川 1

32 四国 渕田　将利 ﾌﾁﾀﾞ  ｼｮｳﾘ 徳島 1

33 四国 秋月　隆宏 ｱｷﾂﾞｷ  ﾀｶﾋﾛ 高知 1

34 四国 松田　燈篤 ﾏﾂﾀﾞ  ﾄｳﾏ 愛媛 1

35 九州 森　葵志也 ﾓﾘ  ｷｼﾔ 福岡 1

36 九州 川上　璃央 ｶﾜｶﾐ  ﾘｵ 福岡 1

37 九州 山本　大剛 ﾔﾏﾓﾄ  ﾀﾞｲｺﾞｳ 熊本 1

38 九州 濵名　晃大 ﾊﾏﾅ  ﾐｵ 熊本 1

39 九州 原田　佑心 ﾊﾗﾀﾞ  ﾕｳｼﾝ 長崎 1

40 九州 中原　笑晴 ﾅｶﾊﾗ  ｼｮｳｾｲ 宮崎 1

41 地元 廣瀬　匡 ﾋﾛｾ　ﾀｽｸ 十勝 1



２年男子個人組手

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 中城　雀雲 ﾅｶｼﾞｮｳ  ｼﾞｬｸｳﾝ 北海道 2

3 北海道 佐々木　奏音 ｻｻｷ　ｶﾅﾄ 北海道 2

4 北海道 一戸　惺太 ｲﾁﾉﾍ  ｾｲﾀ 北海道 2

5 東北 梅山　颯斗 ｳﾒﾔﾏ  ﾊﾔﾄ 秋田 2

6 東北 古川　葉琉 ﾌﾙｶﾜ  ﾊﾙ 福島 2

7 東北 遠藤　瑠偉 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾙｲ 宮城 2

8 東北 髙平　氷太 ﾀｶﾋﾗ　ﾋｮｳﾀ 宮城 2

9 関東 高　宥備 ｺｳ  ﾕｳﾋﾞ 栃木 2

10 関東 今枝　遼太郎 ｲﾏｴﾀﾞ  ﾘｮｳﾀﾛｳ 東京 2

11 関東 藤野　湧久 ﾌｼﾞﾉ  ﾜｸ 神奈川 2

12 関東 庄司　伊吹 ｼｮｳｼﾞ  ｲﾌﾞｷ 山梨 2

13 関東 上條　朝冬 ｶﾐｼﾞｮｳ  ｱｻﾄ 山梨 2

14 関東 長崎　勝之介 ﾅｶﾞｻｷ  ｶﾂﾉｽｹ 埼玉 2

15 北信越 黒岩　昇矢 ｸﾛｲﾜ  ｼｮｳﾔ 長野 2

16 北信越 町田　善 ﾏﾁﾀﾞ  ｾﾞﾝ 長野 2

17 北信越 大橋　翼 ｵｵﾊｼ  ﾂﾊﾞｻ 石川 2

18 北信越 安田　怜以 ﾔｽﾀﾞ  ﾚｲ 石川 2

19 東海 藤田　塁 ﾌｼﾞﾀ  ﾙｲ 愛知 2

20 東海 清川　聖真 ｷﾖｶﾜ  ｼｮｳｼﾝ 三重 2

21 東海 山田　健心 ﾔﾏﾀﾞ  ｹﾝｼﾝ 岐阜 2

22 東海 丹羽　然 ﾆﾜ  ｾﾞﾝ 静岡 2

23 近畿 山下　聖尚 ﾔﾏｼﾀ  ｾﾅ 大阪 2

24 近畿 辻阪　芽心朗 ﾂｼﾞｻｶ  ｶﾞｼﾞﾛｳ 大阪 2

25 近畿 丑田　一翔 ｳｼﾀﾞ  ｶｽﾞﾄ 兵庫 2

26 近畿 岡本　喜壱 ｵｶﾓﾄ  ｷｲﾁ 京都 2

27 中国 于　　嘉俊 ｳ  ﾖｼﾀｶ 広島 2

28 中国 大原　寛大 ｵｵﾊﾗ  ｶﾝﾀ 山口 2

29 中国 出穂　文龍 ｲｽﾞﾎ  ﾌﾞﾝﾀ 山口 2

30 中国 坂元　壱哉 ｻｶﾓﾄ  ｲﾁﾔ 岡山 2

31 四国 大屋敷　祐太 ｵｵﾔｼｷ  ﾕｳﾀ 香川 2

32 四国 山本　憲政 ﾔﾏﾓﾄ  ｹﾝｾｲ 徳島 2

33 四国 今橋　友雅 ｲﾏﾊｼ  ﾕｳｶﾞ 高知 2

34 四国 菅　慶人 ｶﾝ  ｹｲﾄ 愛媛 2

35 九州 森　蓮志 ﾓﾘ  ﾚﾝｼ 福岡 2

36 九州 坂田　光遥 ｻｶﾀ  ｺｳﾖｳ 福岡 2

37 九州 富岡　光翔 ﾄﾐｵｶ  ﾙｲﾄ 熊本 2

38 九州 川畑　天輝 ｶﾜﾊﾞﾀ  ﾊﾙｷ 宮崎 2

39 九州 南　快 ﾐﾅﾐ  ｶｲ 宮崎 2

40 九州 小栁　光生 ｺﾔﾅｷﾞ  ｺｳｾｲ 佐賀 2

41 地元 内田　帆高 ｳﾁﾀﾞ　ﾎﾀｶ 十勝 2



３年男子個人組手

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 秋本　青音 ｱｷﾓﾄ  ｿｳ 北海道 3

2 北海道 山津　蓮太郎 ﾔﾏﾂ  ﾚﾝﾀﾛｳ 北海道 3

3 北海道 木下　瑛登 ｷﾉｼﾀ  ｴｲﾄ 北海道 3

4 北海道 口岩　龍ノ介 ｸﾁｲﾜ  ﾘｭｳﾉｽｹ 北海道 3

5 東北 小田　祐ノ辰 ｵﾀﾞ  ｼﾞｮｳﾉｼﾝ 宮城 3

6 東北 遠藤　陽翔 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾊﾙﾄ 宮城 3

7 東北 小笠原　奏琉 ｵｶﾞｻﾜﾗ  ｶﾅﾙ 宮城 3

8 東北 今野　由羅 ｺﾝﾉ  ﾕﾗ 宮城 3

9 関東 市村　隆晟 ｲﾁﾑﾗ  ﾘｭｳｾｲ 栃木 3

10 関東 丸山　岳 ﾏﾙﾔﾏ  ﾀｹﾙ 東京 3

11 関東 中村　駿吾 ﾅｶﾑﾗ  ｼｭﾝｺﾞ 神奈川 3

12 関東 小野　陽叶 ｵﾉ  ﾋﾛﾄ 埼玉 3

13 関東 海老原　希夢 ｴﾋﾞﾊﾗ  ﾉｿﾞﾑ 茨城 3

14 関東 沼津　青夏 ﾇﾏﾂﾞ  ｾｲﾅ 千葉 3

15 北信越 隠岐　魁人 ｵｷ  ｶｲﾄ 長野 3

16 北信越 中沢　礼瑠 ﾅｶｻﾞﾜ  ﾗｲﾙ 長野 3

17 北信越 久保　和仁 ｸﾎﾞ 　ｶｽﾞﾋﾄ 新潟 3

18 北信越 松井　悠真 ﾏﾂｲ  ﾕｳﾏ 石川 3

19 東海 加藤　永翔 ｶﾄｳ  ｴｲﾄ 愛知 3

20 東海 矢島　成那 ﾔｼﾞﾏ  ｾﾅ 三重 3

21 東海 大西　珠愛 ｵｵﾆｼ  ｼﾞｭﾅ 岐阜 3

22 東海 川崎　琥暖 ｶﾜｻｷ  ｺﾊﾙ 静岡 3

23 近畿 矢野　蘭之助 ﾔﾉ  ﾗﾝﾉｽｹ 大阪 3

24 近畿 西村　琉海太 ﾆｼﾑﾗ  ﾙｳﾀ 兵庫 3

25 近畿 片岡　獅子杜 ｶﾀｵｶ  ｼｼﾄ 奈良 3

26 近畿 宮原　槇之介 ﾐﾔﾊﾗ   ｼﾝﾉｽｹ 和歌山 3

27 中国 寺西　春翔 ﾃﾗﾆｼ  ﾊﾙﾄ 広島 3

28 中国 小田　圭斗 ｵﾀﾞ  ｹｲﾄ 山口 3

29 中国 谷本　岳都 ﾀﾆﾓﾄ  ﾔﾏﾄ 鳥取 3

30 中国 岩田　大雅 ｲﾜﾀ  ﾀｲｶﾞ 島根 3

31 四国 浦川　煌人 ｳﾗｶﾜ  ｷﾗﾄ 香川 3

32 四国 佐々木　啓丞 ｻｻｷ  ｹｲｽｹ 徳島 3

33 四国 田所　陸 ﾀﾄﾞｺﾛ  ﾘｸ 高知 3

34 四国 角南　飛龍 ｽﾅﾐ  ﾋﾘｭｳ 愛媛 3

35 九州 東房　新 ﾄｳﾎﾞｳ  ｱﾗﾀ 福岡 3

36 九州 榎本　圭登 ｴﾉﾓﾄ  ｹｲﾄ 福岡 3

37 九州 古賀　碧波 ｺｶﾞ  ｱｵﾊﾞ 福岡 3

38 九州 山科　羽琉 ﾔﾏｼﾅ  ﾊﾙ 長崎 3

39 九州 林　海璃 ﾊﾔｼ  ｶｲﾘ 長崎 3

40 九州 高松　英留 ﾀｶﾏﾂ  ｴﾙ 宮崎 3

41 地元 鈴木　龍音 ｽｽﾞｷ　ﾘｵﾄ 十勝 3



４年男子個人組手

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 平澤　隆基 ﾋﾗｻﾜ  ﾘｭｳｷ 北海道 4

2 北海道 境　謙心 ｻｶｲ  ｹﾝｼﾝ 北海道 4

3 北海道 髙堂　遥仁 ﾀｶﾄﾞｳ  ﾊﾙﾄ 北海道 4

4 北海道 森　柊仁 ﾓﾘ  ｼｭｳﾄ 北海道 4

5 東北 日野　羚城 ﾋﾉ  ﾚｲｷ 宮城 4

6 東北 赤穂　悠真 ｱｶﾎ  ﾕｳﾏ 秋田 4

7 東北 小田　大和 ｵﾀﾞ  ﾔﾏﾄ 宮城 4

8 東北 尾形　陽羽 ｵｶﾞﾀ  ﾋﾛﾊ 宮城 4

9 関東 志釜　蓮音 ｼｶﾏ  ﾚｵﾝ 群馬 4

10 関東 加々美　舷貴 ｶｶﾞﾐ　ｹﾞﾝｷ 千葉 4

11 関東 髙圡　遙馬 ﾀｶﾄﾞ  ﾊﾙﾏ 埼玉 4

12 関東 金子　新汰 ｶﾈｺ  ｱﾗﾀ 東京 4

13 関東 塩川　昇 ｼｵｶﾜ  ﾉﾎﾞﾙ 神奈川 4

14 北信越 中原　蒼良 ﾅｶﾊﾗ　ｿﾗ 長野 4

15 北信越 三澤　広翔 ﾐｻﾜ　ﾋﾛﾄ 長野 4

16 北信越 宮坂　十輔 ﾐﾔｻｶ  ｼﾞｭｳｽｹ 長野 4

17 北信越 五十嵐　海隼 ｲｶﾞﾗｼ  ｶｲﾄ 富山 4

18 東海 田村　槙之典 ﾀﾑﾗ  ｼﾝﾉｽｹ 愛知 4

19 東海 奈須　壮汰 ﾅｽ  ｿｳﾀ 三重 4

20 東海 野平　渓太 ﾉﾋﾗ  ｹｲﾀ 岐阜 4

21 東海 堀川　快成 ﾎﾘｶﾜ  ｶｲｾｲ 静岡 4

22 近畿 北川　士 ｷﾀｶﾞﾜ　ﾂｶｻ 滋賀 4

23 近畿 松尾　悠生 ﾏﾂｵ  ﾕｳｲ 滋賀 4

24 近畿 森川　武蔵 ﾓﾘｶﾜ  ﾑｻｼ 大阪 4

25 近畿 長尾　智瑛 ﾅｶﾞｵ  ﾁｴｲ 大阪 4

26 中国 長行　我生 ﾅｶﾞﾕｷ  ｶﾞｲ 広島 4

27 中国 島谷　朋弥 ｼﾏﾀﾆ  ﾄﾓﾔ 広島 4

28 中国 川淵　虎空 ｶﾜﾌﾁ　ﾄｱ 岡山 4

29 中国 濱邊　泰理 ﾊﾏﾍﾞ　ﾋﾛﾄ 鳥取 4

30 四国 矢野　抄英 ﾔﾉ  ｼｮｳｴｲ 香川 4

31 四国 秋山　力希 ｱｷﾔﾏ  ﾘｷ 徳島 4

32 四国 秋月　康佑 ｱｷﾂﾞｷ  ｺｳｽｹ 高知 4

33 四国 堀川　卓幹 ﾎﾘｶﾜ  ﾀｸﾐ 愛媛 4

34 九州 吉田　琉唯 ﾖｼﾀﾞ  ﾙｲ 福岡 4

35 九州 里島　祈吏 ｻﾄｼﾏ  ｲﾉﾘ 長崎 4

36 九州 冨川　明咲 ﾄﾐｶﾜ  ｱｻｷ 長崎 4

37 九州 伊東　舜太朗 ｲﾄｳ  ｼｭﾝﾀﾛｳ 大分 4

38 九州 平田　裕典 ﾋﾗﾀ  ﾕｳｽｹ 沖縄 4

39 九州 勇元　謙信 ﾕｳﾓﾄ  ｹﾝｼﾝ 鹿児島 4

40 地元 内田　天梧 ｳﾁﾀﾞ　ﾃﾝｺﾞ 十勝 4



５年男子個人組手

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 五十嵐　悠仁 ｲｶﾞﾗｼ  ﾕｳﾄ 北海道 5

2 北海道 髙橋　奏多 ﾀｶﾊｼ  ｶﾅﾀ 北海道 5

3 北海道 林山　雄羽 ﾊﾔｼﾔﾏ  ﾕｳﾊ 北海道 5

4 北海道 長友　純 ﾅｶﾞﾄﾓ  ｼﾞｭﾝ 北海道 5

5 東北 小田　虎ノ辰 ｵﾀﾞ  ﾄﾗﾉｼﾝ 宮城 5

6 東北 須藤　魁士 ｽﾄｳ  ｶｲﾄ 青森 5

7 東北 星川　真之介 ﾎｼｶﾜ  ｼﾝﾉｽｹ 山形 5

8 東北 佐沼　冴空 ｻﾇﾏ  ｻｸ 宮城 5

9 関東 大島　優昇 ｵｵｼﾏ  ﾕｳｼｮｳ 栃木 5

10 関東 真田　晴斗 ｻﾅﾀﾞ  ﾊﾙﾄ 千葉 5

11 関東 藤村　幸ノ介 ﾌｼﾞﾑﾗ  ｺｳﾉｽｹ 東京 5

12 関東 西村　迦秋 ﾆｼﾑﾗ  ｶｼｭｳ 神奈川 5

13 関東 茂手木　海生 ﾓﾃｷﾞ  ｶｲ 山梨 5

14 北信越 山中　謙士 ﾔﾏﾅｶ  ｹﾝｼ 長野 5

15 北信越 土林　千護 ﾂﾁﾊﾞﾔｼ  ｾﾝｺﾞ 長野 5

16 北信越 李　　　逸航 ﾘ  ｲｺｳ 富山 5

17 北信越 小林　世韻 ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾝ 福井 5

18 東海 氏原　琉翔 ｳｼﾞﾊﾗ  ﾘｭｳﾄ 愛知 5

19 東海 里路　泰雅 ｻﾄｼﾞ  ﾀｲｶﾞ 三重 5

20 東海 磯村　虎太郎 ｲｿﾑﾗ  ｺﾀﾛｳ 岐阜 5

21 東海 市川　一汰 ｲﾁｶﾜ  ｲｯﾀ 静岡 5

22 近畿 細井　悠志 ﾎｿｲ  ﾕｼ 滋賀 5

23 近畿 斎藤　鉄将 ｻｲﾄｳ  ﾃｯｼｮｳ 大阪 5

24 近畿 峯岡　颯祐 ﾐﾈｵｶ　ｿｳｽｹ 大阪 5

25 近畿 阪本　大悟 ｻｶﾓﾄ  ﾀﾞｲｺﾞ 奈良 5

26 中国 于　　嘉豪 ｳ　ﾖｼﾋﾃﾞ 広島 5

27 中国 市川　大晴 ｲﾁｶﾜ　ﾀｲｾｲ 広島 5

28 中国 山村　汰平 ﾔﾏﾑﾗ  ﾀｲﾍｲ 山口 5

29 中国 森川　陽斗 ﾓﾘｶﾜ  ﾊﾙﾄ 岡山 5

30 四国 髙田　隼羽 ﾀｶﾀ  ﾄﾜ 香川 5

31 四国 岩田　侑樹 ｲﾜﾀ  ﾕｳｷ 徳島 5

32 四国 利岡　優乃心 ﾄｼｵｶ  ﾕｳﾉｼﾝ 高知 5

33 四国 山之内　優輝 ﾔﾏﾉｳﾁ  ﾕｳｷ 愛媛 5

34 九州 松村　幸龍 ﾏﾂﾑﾗ  ｺｳﾘｭｳ 福岡 5

35 九州 田中　暖真 ﾀﾅｶ  ﾊﾙﾏ 福岡 5

36 九州 長井　颯佑 ﾅｶﾞｲ  ｿｳｽｹ 福岡 5

37 九州 東房　陽向 ﾄｳﾎﾞｳ  ﾋﾅﾀ 福岡 5

38 九州 山村　蓮翔 ﾔﾏﾑﾗ  ﾚﾝﾄ 長崎 5

39 九州 見川　龍 ﾐｶﾜ  ﾘｭｳ 宮崎 5

40 地元 山田　蒼翔 ﾔﾏﾀﾞ　ｱｵﾄ 十勝 5



６年男子個人組手

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 山口　寛騎 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾋﾛｷ 北海道 6

2 北海道 櫻木　煌将 ｻｸﾗｷﾞ  ﾃﾙﾏｻ 北海道 6

3 北海道 野代　大貴 ﾉｼﾛ  ﾀﾞｲｷ 北海道 6

4 北海道 森　奏仁 ﾓﾘ  ｶﾅﾄ 北海道 6

5 東北 池田　虎汰 ｲｹﾀﾞ  ｺｳﾀ 宮城 6

6 東北 津田　虎太郎 ﾂﾀﾞ  ｺﾀﾛｳ 宮城 6

7 東北 佐々木　蓮 ｻｻｷ  ﾚﾝ 宮城 6

8 東北 島田　翔瑠 ｼﾏﾀﾞ  ｶｹﾙ 山形 6

9 関東 高橋　大雅 ﾀｶﾊｼ  ﾀｲｶﾞ 栃木 6

10 関東 齋藤　陸絃 ｻｲﾄｳ  ﾑｲﾄ 千葉 6

11 関東 高山　隼ノ介 ﾀｶﾔﾏ  ｼｭﾝﾉｽｹ 千葉 6

12 関東 佐藤　恵斗 ｻﾄｳ  ｹｲﾄ 埼玉 6

13 関東 島田　元気 ｼﾏﾀﾞ  ｹﾞﾝｷ 栃木 6

14 関東 金子　右京 ｶﾈｺ  ｳｷｮｳ 神奈川 6

15 北信越 隠岐　侑眞 ｵｷ  ﾕｳﾏ 長野 6

16 北信越 杉山　夢来 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾑｸ 新潟 6

17 北信越 斎藤　静矢朗 ｻｲﾄｳ　ｾｲｼﾛｳ 新潟 6

18 北信越 後藤　誌芭 ｺﾞﾄｳ　ｼﾊﾞ 新潟 6

19 東海 畝尾　奏良 ｳﾈｵ  ｿﾗ 愛知 6

20 東海 高野　陽斗 ﾀｶﾉ  ﾊﾙﾄ 三重 6

21 東海 野平　爽太 ﾉﾋﾗ  ｿｳﾀ 岐阜 6

22 東海 岩村　浩也 ｲﾜﾑﾗ  ｺｳﾔ 静岡 6

23 近畿 落合　創士 ｵﾁｱｲ  ｿｳｼ 大阪 6

24 近畿 中村　斗哉 ﾅｶﾑﾗ  ﾄｳﾔ 大阪 6

25 近畿 中野　琉斗 ﾅｶﾉ  ﾘｭｳﾄ 大阪 6

26 近畿 岸本　愛介 ｷｼﾓﾄ  ｱｲｽｹ 兵庫 6

27 中国 星山　昊輝 ﾎｼﾔﾏ  ｺｳｷ 広島 6

28 中国 辻　瑛太 ﾂｼﾞ  ｴｲﾀ 岡山 6

29 中国 倉住　豪乙 ｸﾗｽﾞﾐ  ｺﾞｳｷ 岡山 6

30 中国 松本　修士 ﾏﾂﾓﾄ  ｼｭｳﾄ 島根 6

31 四国 河端　蒼 ｶﾜﾊﾞﾀ  ｿｳ 香川 6

32 四国 佐藤　柊太 ｻﾄｳ  ｼｭｳﾀ 徳島 6

33 四国 小松　海斗 ｺﾏﾂ  ｶｲﾄ 高知 6

34 四国 合田　琉月 ｺﾞｳﾀﾞ  ﾘﾂｷ 愛媛 6

35 九州 佐藤　壱 ｻﾄｳ  ｲﾁ 福岡 6

36 九州 渡邉　聖人 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾏｻﾄ 福岡 6

37 九州 松本　大雅 ﾏﾂﾓﾄ  ﾀｲｶﾞ 福岡 6

38 九州 外田　昇太郎 ﾎｶﾀﾞ  ｼｮｳﾀﾛｳ 熊本 6

39 九州 福田　蓮翔 ﾌｸﾀﾞ  ﾚﾝﾄ 長崎 6

40 九州 南　仁 ﾐﾅﾐ   ｼﾞﾝ 宮崎 6

41 地元 桑原　彩翔 ｸﾜﾊﾗ　ｻｲﾄ 十勝 6


