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375 鈴木 芙祐子 ⾧野県 122 南谷 歩 三重県 184 塚越 裕太 東京都

376 勝浦 由衣 北海道 123 実原 俊一 岡山県 185 菅原 悟 山梨県

377 後村 茜 新潟県 124 鈴木 雄一郎 新潟県 186 藤井 守之 新潟県

378 佐藤 貴子 新潟県 125 尾崎 隼人 青森県 187 小田島 敦 岩手県

379 飯田 あゆみ 富山県 129 井澤 宗輔 青森県 188 正木 大祐 ⾧野県

380 福原 早希 北海道 132 岡田 慎 新潟県 195 片岡 嵩弥 北海道

385 撫養 いづみ 北海道 133 唐沢 航希 学連 197 柏木 義之 新潟県

387 髙橋 知寿 新潟県 135 大場 奨三 北海道 199 八重樫 圭一 ⾧野県

388 戸田 勇気 兵庫県 136 川尻 幸之介 富山県 203 蓑島 治明 岐阜県

389 村井 七海 神奈川県 137 本田 佳祐 新潟県 204 関 隼太 北海道

390 谷藤 遥 北海道 138 飯塚 圭太 北海道 211 水口 雄太 富山県

391 高瀬 桃香 富山県 141 鈴木 大智 北海道 212 藤吉 敏樹 愛知県

392 石井 理紗 北海道 147 井山 敬介 北海道 213 金子 祐大 岐阜県

393 春原 優衣 ⾧野県 148 鈴木 隆文 山形県 214 栗山 太樹 新潟県

394 山下 夢 北海道 150 山田 椋喬 東京都 217 兼子 稔 秋田県

395 久保田 美鈴 岩手県 153 斉藤 人之 北海道 221 阿部 拓未 宮城県

396 小俣 優香 東京都 154 後藤 樹 東京都 224 福田 司 栃木県

401 堀田 由佳子 岡山県 155 松本 聖 東京都 228 佐山 竜太 北海道

405 荒井 佑沙 東京都 156 穴田 玖舟 学連 230 井出 光星 学連

407 神谷 来美 北海道 157 田中 頌平 ⾧野県 231 澤田 竜摩 北海道

409 佐藤 瑞菜 新潟県 159 青木 寛道 群馬県 235 小林 仁 ⾧野県

411 新井 祥子 東京都 162 星 和弘 新潟県 239 青木 哲也 新潟県

413 後藤 茜 東京都 163 中村 浩章 神奈川県 241 古川 翔太 富山県

414 川端 あゆみ 岐阜県 165 村上  祐介 北海道 242 山本 亮介 ⾧野県

415 石川 千尋 埼玉県 168 中野 聡 東京都 247 石野 渓太 新潟県

418 小森 彩未 北海道 170 辻村 友寿 学連 249 丸山 淳也 ⾧野県

419 酒井 陽菜 北海道 178 野家 卓也 北海道 250 吉岡 大輔 新潟県

422 渋谷 潤子 石川県 179 須川 尚樹 北海道 251 安部 哲慎 山形県

425 弓野 華緒 北海道 180 叶 靖⾧ 山形県 254 米田 翔 広島県

426 渡邉 睦月 ⾧野県 182 ⾧澤 隆幸 山形県 256 成田 伊織 北海道

183 鈴木 洋律 秋田県 257 高橋 生季 北海道
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345 根本 風花 東京都 31 津村 悠 ⾧野県 88 梨田 宏昭 青森県

346 栗山 未来 新潟県 32 佐久間 欣寿 山形県 89 頼光 一太郎 東京都

350 榊原 千尋 神奈川県 34 栗栖 翼 広島県 90 藤瀬 健太郎 埼玉県

351 山本 千絵 愛知県 35 徳竹 剛 ⾧野県 93 尾﨑 勇紀 北海道

356 永瀬 由 山形県 37 武田 竜 北海道 94 安部 太一 宮城県

357 山田 恵里 ⾧野県 40 金田 翔 北海道 95 土肥 真之輔 富山県

359 渡部 栞 山形県 41 荒井 拓磨 神奈川県 99 安達 郁朗 富山県

362 渡邊 岬 新潟県 43 髙橋 将道 学連 103 山田 卓也 北海道

363 野々山 颯絵 東京都 44 武田 力 新潟県 105 安井 章博 北海道

364 山口 夏未 北海道 48 青木 誠也 群馬県 107 布施 峰 新潟県

365 中村 春菜 山梨県 51 表 孝一 東京都 109 ⾧沼 將馬 秋田県

366 島田 愛弓 埼玉県 54 冨田 哲 北海道 110 鈴木 洋祐 北海道

368 秋元 日菜子 北海道 56 佐藤 栄一 新潟県 114 武井 大礁 青森県

369 太田 好美 埼玉県 57 本間 佳史 新潟県 116 石水 克友 岐阜県

370 手倉森 楓果 北海道 58 成田 一久 神奈川県 118 有江 竣平 ⾧野県

301 森末 愛美 学連 1 由井 泰臣 ⾧野県 59 齊藤 泰英 東京都

302 大場 優希 北海道 3 古賀 貴理偉 北海道 61 山口 達也 ⾧野県

307 大和田 瑠那 学連 5 関澤 徹 北海道 64 高瀬 慎一 富山県

311 成澤 栞 北海道 6 丸山 貴雄 ⾧野県 66 渡部 秀文 宮城県

313 青木 美和 新潟県 8 竹澤  統己 岩手県 70 鈴木 翔 北海道

316 大場 朱莉 宮城県 9 酒井 拓也 新潟県 71 石田 俊介 山梨県

318 小川 絵梨香 岐阜県 10 村上 恭太 石川県 72 三上 正人 岐阜県

321 上野 桃子 千葉県 17 有坂 勇作 北海道 74 山野井 全 北海道

323 弥永 奈々 学連 19 小宮山 耕平 ⾧野県 77 青木 大輔 新潟県

324 飯塚 奈歩 新潟県 20 中田 秀範 広島県 79 半田 翼 ⾧野県

329 柳川 真紀子 和歌山県 21 山本 涼 ⾧野県 80 百瀬 純平 北海道

330 川畑 麻央 大阪府 23 山田 隆太 福島県 82 田嶋 大紀 埼玉県

338 石水 愛 岐阜県 26 田代 空 学連 83 丸山 遼大 宮城県

340 赤松 かおり 山梨県 28 篠田 大輝 学連 85 渡部 浩司 山形県

344 河上 晴香 愛媛県 29 瀧澤 幸英 千葉県 87 水落 亮太 新潟県
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