
姓（漢字） 名（漢字） 出場種目 選出団体

坂本 佳紀 -60 北海道

遠藤 新大 -60 東北

蝦名 泰征 -60 東北

佐合 尚人 -60 関東

鈴木 康介 -60 関東

伊東 大希 -60 北信越

太田 龍士郎 -60 北信越

吉田 優太 -60 東海

南 友之輔 -60 近畿

曽我 修斗 -60 近畿

江藤 良太 -60 中国

宮村 元也 -60 中国

片岡 光基 -60 四国

三橋 麗士 -60 四国

八頭司 恭仁 -60 九州

山本 翔和 -60 九州

小峰 斗輝 -60 高体連

萩原 楓 -60 高体連

辻 一寛 -60 実業団

政岡 大雅 -60 全空連推薦

橋本 大夢 -60 全空連推薦

内野 翔太 -60 全空連推薦

島 偉介 -60 全空連推薦

畔上 輝 -60 全空連推薦

齋藤 瞭 -67 北海道

加藤 拓 -67 東北

村井 慶太郎 -67 東北

芝本 航矢 -67 関東

小林 宗和 -67 関東

畔上 宙 -67 北信越

中川 聖也 -67 北信越

太田 真暉 -67 東海

松浦 司 -67 東海

中村 虎太郎 -67 近畿

長谷川 裕介 -67 近畿

谷口 涼太 -67 中国

吉田 慎佑 -67 中国

岩部 大真 -67 四国



佐藤 祐司 -67 四国

北代 涼馬 -67 九州

久富 暉竜 -67 九州

上田 樹生也 -67 高体連

南 秀之輔 -67 高体連

大滝 隆成 -67 実業団

村上 洋斗 -67 全空連推薦

鈴木 健太 -67 全空連推薦

谷口 暁理 -67 全空連推薦

池田 刻斗 -67 全空連推薦

福原 快都 -75 北海道

池田 倖紀 -75 北海道

髙橋 慶大 -75 東北

伊藤 隆介 -75 東北

片岡 大樹 -75 関東

伊藤 颯輝 -75 関東

保坂 悠斗 -75 北信越

森 浩人 -75 北信越

酒井 駿多 -75 東海

中野 紘志朗 -75 近畿

岩﨑 光希 -75 近畿

大室 晃生 -75 中国

須田 和広 -75 中国

新井 裕之佑 -75 四国

西村 悠一朗 -75 四国

西村 拳 -75 九州

上野 武志 -75 九州

東 勇作 -75 高体連

稲垣 博大 -75 高体連

久保 悠大 -75 実業団

阿部 遥佑 -75 全空連推薦

赤曽部 瑞生 -75 全空連推薦

田山 連太郎 -75 全空連推薦

本池 嘉哉 -84 北海道

佐藤 歓典 -84 北海道

松岡 駿 -84 東北

鈴木 遥 -84 東北

森 優太 -84 関東

嶋田 力斗 -84 関東



吉田　 渉 -84 北信越

池田 蓮 -84 北信越

櫻井 勇作 -84 東海

豊田 陽也 -84 東海

新井 蓮 -84 中国

髙山 凱登 -84 中国

阪井 将太 -84 四国

篠田 素良 -84 四国

戸田 耕史郎 -84 九州

花車 勇武 -84 九州

今出 仁 -84 高体連

船戸 来輝 -84 高体連

有川 朝陽 -84 実業団

崎山 優成 -84 全空連推薦

岩本 遼 -84 全空連推薦

石黒 倫之介 +84 北海道

鈴木 晃成 +84 東北

菅原 健人 +84 東北

亀森 匠輝 +84 関東

西川 富覧久 +84 関東

酒井 大輔 +84 北信越

平田 京 +84 北信越

中谷 永吉 +84 東海

吉村 郁哉 +84 東海

川口 詩温 +84 近畿

榊原 十夢 +84 近畿

片岡 一心 +84 中国

片山 由冴 +84 中国

木村 翼 +84 四国

柳田 樹煌哉 +84 九州

山内 健太郎 +84 九州

杉田 大空 +84 高体連

池田 剛基 +84 高体連

能塩 寛士 +84 実業団

角川 滉寿 +84 全空連推薦

笠谷 純行 +84 全空連推薦

丸子 眞央 -50 東北

髙橋 穂帆 -50 東北

生魚 瑠那 -50 関東



野島 蓮 -50 関東

三島 桜妃 -50 北信越

斎藤 小茉理 -50 北信越

伊熊 遥花 -50 東海

吉村 一葉 -50 東海

田畑 梨花 -50 近畿

松田 祐佳 -50 中国

白石 小花 -50 中国

荒嶽 茜 -50 四国

久保田 真貴 -50 四国

宮原 美穂 -50 九州

杉野 瑞稀 -50 九州

小川 千尋 -50 高体連

大田 花希 -50 高体連

久保田 咲貴 -55 北海道

植木 七瀬 -55 東北

佐藤 英里 -55 東北

山田 都妃 -55 関東

笠原 万保子 -55 関東

小俣 晴 -55 北信越

山内 花菜 -55 北信越

江尻 ふみ -55 東海

齊藤 美羽 -55 東海

藤田 るり -55 近畿

島 愛梨 -55 近畿

大室 美紗稀 -55 中国

龍野 美咲 -55 中国

松下 真子 -55 四国

世古 陽茉里 -55 四国

片山 花女 -55 九州

光武 奈央 -55 高体連

伊藤 藍 -55 高体連

八頭司 明 -55 実業団

黒田 愛乃 -55 全空連推薦

坂地 心 -55 全空連推薦

東郷 華和 -55 全空連推薦

岡田 ほのか -55 全空連推薦

中村 しおり -55 全空連推薦

鈴木 萌 -61 北海道



後藤 星奈 -61 北海道

大湊 響 -61 東北

齋藤 愛萌 -61 東北

久住呂 有紀 -61 関東

藤平 梨沙 -61 関東

倉井 凜 -61 北信越

石濱 七菜 -61 北信越

島田 芽依那 -61 東海

角 豊実 -61 東海

山本 文香 -61 近畿

大西 凪 -61 近畿

藤原 海月 -61 中国

黒柳 花嘉 -61 中国

新井 椿 -61 四国

向井 瑠杏 -61 四国

戸田 あさひ -61 九州

松村 亜来 -61 九州

土居 姫佳 -61 高体連

崎山 凜 -61 高体連

深澤 沙羅 -61 実業団

藤樫 くるみ -61 全空連推薦

千葉 満利愛 -61 全空連推薦

斎藤 綺良理 -61 全空連推薦

森谷 心々菜 -68 北海道

藤原 天音 -68 東北

大森 珠葵 -68 東北

古怒田 桜子 -68 関東

岩﨑 結衣 -68 関東

片貝 なずな -68 北信越

広瀬 空 -68 東海

澤島 さくら -68 近畿

大西 照葉 -68 近畿

若林 美海 -68 中国

高尾 奏麗 -68 中国

石川 鈴捺 -68 四国

篠田 陽里 -68 四国

八頭司 歩 -68 九州

池田 真白 -68 高体連

橋本 鈴江 -68 高体連



林 那々羽 -68 全空連推薦

澤江 優月 +68 関東

園曽 由香里 +68 関東

寺澤 紗良 +68 東海

菊池 瑞希 +68 東海

前田 萌々佳 +68 中国

加藤 彩風 +68 高体連

荒木 柚乃 +68 高体連

植草 歩 +68 全空連推薦

加藤 彩花 +68 全空連推薦


