
〈女子〉
bib 氏名 フリガナ 学校名 学年 都道府県
101 清水葵 シミズ ヒマリ 山梨学院高等学校 高校1年 山梨
102 平泉真心 ヒライズミ マコ 東邦高等学校 高校1年 愛知
103 市川暖乃香 イチカワ ノノカ 山梨学院高等学校 高校1年 山梨
104 白石怜佳 シライシ レイカ 長崎県立長崎南高等学校 高校3年 長崎
105 岡田澄珠 オカダ スズ 愛知県立三好高等学校 高校3年 愛知
106 合原なずな アイハラ ナズナ 福岡県公立古賀竟成館高等学校 高校3年 福岡
107 三上和海 ミカミ ワカ 愛知県立名古屋西高校 高校2年 愛知
108 増渕日菜 マスブチ ヒナ 宇都宮文星女子高等学校 高校1年 栃木
109 池口亜実 イケグチ アミ 米子高校 高校2年 鳥取
110 花岡愛美 ハナオカ アイミ 銚子市立銚子高等学校 高校2年 千葉
111 甲斐彩花 カイ サイカ 明法高等学校 高校1年 東京
112 船橋星来 フナバシ セラ 日本体育大学桜華高等学校 高校2年 東京
113 近藤小夏 コンドウ コナツ 新潟県立新発田高等学校 高校2年 新潟
114 樋上空 ヒガミ ソラ 鳥取県立米子東高等学校 高校1年 鳥取
115 酒井優真 サカイ ユマ 芦屋学園高等学校 高校1年 兵庫

〈男子〉
bib 氏名 フリガナ 学校名 学年 都道府県
1 安藤勘太 アンドウ カンタ 岡山県立水島工業高等学校 高校3年 岡山
2 福島旺 フクシマ アキラ 日本学園高等学校 高校3年 東京
3 大谷友哉 オオタニ ユウヤ 愛知県立豊川工業高等学校 高校2年 愛知
4 岡本空知 オカモト ソラチ 四條畷学園高等学校 高校2年 京都
5 大嶋力 オオシマ チカラ 熊本県立松橋高等学校 高校1年 熊本
6 山中翔陽 ヤマナカ ショウヤ 福岡県立宗像高等学校 高校2年 福岡
7 大橋琉生 オオハシ ルイ 宇都宮白揚高等学校 高校1年 栃木
8 仲尾瞭平 ナカオ リョウヘイ 亀岡高校 高校2年 京都
9 小徳玲央 コトク レオ 米子北斗高等学校 高校2年 鳥取
10 岩井悠二 イワイ ユウジ 浜松日体高校 高校3年 静岡
11 福島稜大 フクシマ リョウタ 福岡県立苅田工業高校 高校3年 福岡
12 韮澤由吏 ニラサワ ユウリ 新潟県立三条高等学校 高校3年 新潟
13 林田悠希 ハヤシダ ユウキ 同志社高校 高校1年 京都
14 池田悠生 イケダ ユウセイ 新潟県立吉田高等学校 高校1年 新潟
15 小林武蔵 コバヤシ ムサシ 宮城県仙台第三高等学校 高校2年 宮城
16 高田光 タカダ ヒカル 中京大学附属中京高等学校 高校2年 愛知
17 野口大智 ノグチ タイチ 武雄高校 高校1年 佐賀
18 山口大貴 ヤマグチ タイキ 日本学園高等学校 高校3年 東京
19 山根慧希 ヤマネ ケイキ 鳥取県米子北高等学校 高校1年 山口
20 池本亮 イケモト リョウ 東京大学教育学部附属中等教育学校 高校1年 東京
21 金稜宇 キム ルンウ 成章高等学校 高校3年 愛知
22 山下翔雅 ヤマシタ ショウマ 日本学園高等学校 高校2年 東京
23 坂上悠基 サカウエ ユウキ 東海学園高校 高校1年 愛知
24 青野叶夢 アオノ カナム 北海道立富良野高等学校 高校2年 北海道
25 大山輝向 オオヤマ ヒナタ 鳥取県立米子西高等学校 高校1年 鳥取
26 福島将斗 フクシマ マサト 福岡県立苅田工業高校 高校2年 福岡
27 山口陽向 ヤマグチ ヒナタ 長井高校 高校1年 山形
28 黒川遼宇 クロカワ リョウ 日本学園高等学校 高校1年 東京
29 菊池健太 キクチ ケンタ 東筑紫学園 高校1年 福岡
30 星翔大 ホシ ショウタ 福島県立会津学鳳高等学校 高校1年 福島
31 櫟良晃大 ナギラ コウタ 広島県立廿日市高校 高校1年 広島
32 菅原楽人 スガワラ ガクト 山形県立鶴岡工業高等学校 高校3年 山形
33 松井雄悟 マツイ ユウゴ British international school Phuket 高校3年 東京
34 金稜哲 キム ルンチョル 成章高等学校 高校1年 愛知
35 関麟太郎 セキ リンタロウ 新潟県立六日町高等学校 高校1年 新潟
36 児玉壱茶 コダマ イッサ 宇和島南中等教育学校 高校3年 愛媛
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