
性別 階級 グループ 氏名 氏名ふりがな 都道府県 所属 所属ふりがな 抽選 No.
男子 55 木村 鉄生 きむら　てっしょう 滋賀 堅田高校 かたた　こうこう 2 1
男子 55 上坂 健斗 こうさか　けんと 滋賀 堅田高校 かたた　こうこう 8 2
男子 55 中村 稀勇 なかむら　きゆう 沖縄 名護高校 なご　こうこう 11 3
男子 55 中村 瑛斗 なかむら　えいと 宮崎 宮崎海洋高校 みやざきかいよう　こうこう 20 4
男子 55 萬里 勇昇 まんり　いっしん 徳島 鳴門渦潮高校 なるとうずしお　こうこう 33 5
男子 55 押領司 海渡 おうりょうじ　かいと 宮崎 小林高校 こばやし　こうこう 42 6
男子 55 松坂 悠生 まつさか　ゆうき 青森 八戸工業大学第一高校 はちのへこうぎょうだいがくだいいち　こうこう 46 7
男子 55 谷脇 大翔 たにわき　ひろと 香川 香川中央高校 かがわちゅうおう　こうこう 54 8
男子 55 中道 幸紀 なかみち　ゆきのり 福岡 八幡工業高校 やはたこうぎょう　こうこう 61 9
男子 55 國本 成彬 くにもと　しげあき 三重 四日市工業高校 よっかいちこうぎょう　こうこう 77 10
男子 55 中村　 崚佑 なかむら　りょうすけ 長崎 諫早農業高校 いさはやのうぎょう　こうこう 91 11
男子 55 髙橋 健吾 たかはし　けんご 愛媛 新居浜工業高校 にいはまこうぎょう　こうこう 115 12
男子 55 本間 研諒 ほんま　けんりょう 山形 鶴岡工業高校 つるおかこうぎょう　こうこう 129 13
男子 55 内海 孝介 うつみ　こうすけ 徳島 徳島科学技術高校 とくしまかがくぎじゅつ　こうこう 131 14
男子 55 山口 篤輝 やまぐち　あつき 愛知 愛知工業大学名電高校 あいちこうぎょうだいがくめいでん　こうこう 135 15
男子 55 田淵 英史 たぶち　えいし 東京 日本大学鶴ヶ丘高校 にほんだいがくつるがおか　こうこう 145 16
男子 55 佐古 零依 さこ　れい 京都 鳥羽高校 とば　こうこう 150 17
男子 55 清野 喜幹 せいの　よしき 宮城 宮城県柴田高校 しばた　こうこう 176 18
男子 55 石村 翼壮 いしむら　つばさ 愛媛 新居浜南高校 にいはまみなみ　こうこう 201 19
男子 55 濱野 絢也 はまの　しゅんや 石川 飯田高校 いいだ　こうこう 224 20
男子 55 川口 瑠斗 かわぐち　りゅうと 佐賀 有田工業高校 ありたこうぎょう　こうこう 233 21
男子 55 流尾 祐翔 ながれお　ゆうと 岡山 水島工業高校 みずしまこうぎょう　こうこう 235 22
男子 55 中原 悠仁 なかはら　ゆうじん 徳島 鳴門渦潮高校 なるとうずしお　こうこう 236 23
男子 55 冨 紀塁 とみ　かずたか 富山 上市高校 かみいち　こうこう 242 24
男子 55 伊藤 凱厘 いとう　かいり 香川 香川中央高校 かがわちゅうおう　こうこう 263 25
男子 55 藏之上 大雅 くらのうえ　たいが 奈良 奈良朱雀・奈良商工高校 ならすざく・ならしょうこう　こうこう 269 26
男子 55 福井 涼太 ふくい　りょうた 愛知 名城大学附属高校 めいじょうだいがくふぞく　こうこう 276 27
男子 55 泊 幸大郎 とまり　こうたろう 京都 海洋高校 かいよう　こうこう 291 28
男子 55 大澤 翔真 おおさわ　しょうま 東京 八洲学園高校 やしまがくえん　こうこう 298 29
男子 55 弥頭 翔汰 やとう　しょうた 熊本 熊本西高校 くまもとにし　こうこう 299 30
男子 55 田澤 健太郎 たざわ　けんたろう 山形 鶴岡工業高校 つるおかこうぎょう　こうこう 314 31
男子 61 A 粕谷 晃清 かすや　こうせい 新潟 塩沢商工高校 しおざわしょうこう　こうこう 1 1
男子 61 A 松原 尊 まつばら　たつと 福岡 八幡中央高校 やはたちゅうおう　こうこう 4 2
男子 61 A 田中 悠登 たなか　ゆうと 岡山 倉敷工業高校 くらしきこうぎょう　こうこう 13 3
男子 61 A 佐藤 颯紀 さとう　そうき 宮城 仙台大学附属明成高校 せんだいだがくふぞくめいせい　こうこう 21 4
男子 61 A 前山 航磨 まえやま　こうま 和歌山 和歌山工業高校 わかやまこうぎょう　こうこう 25 5
男子 61 A 中野 龍斗 なかの　りゅうと 岡山 水島工業高校 みずしまこうぎょう　こうこう 48 6
男子 61 A 松本 秀太 まつもと　しゅうた 兵庫 尼崎工業高校 あまがさきこうぎょう　こうこう 51 7
男子 61 A 田中 翔大 たなか　しょうた 佐賀 有田工業高校 ありたこうぎょう　こうこう 60 8
男子 61 A 又多 貴也 まただ　たかや 石川 津幡高校 つばた　こうこう 137 9
男子 61 A 島根 晟帆 しまね　あきほ 沖縄 糸満高校 いとまん　こうこう 158 10
男子 61 A 西田 龍輝 にしだ　りゅうき 大分 大分工業高校 おおいたこうぎょう　こうこう 161 11
男子 61 A 三井 謙虎 みつい　あきと 神奈川 日本大学藤沢高校 にほんだいがくふじさわ　こうこう 174 12
男子 61 A 深萱 煌志 ふかがや　こうし 岐阜 土岐商業高校 ときしょうぎょう　こうこう 175 13
男子 61 A 松田 魁利 まつだ　かいり 三重 亀山高校 かめやま　こうこう 183 14
男子 61 A 宇佐美 咲斗 うさみ　さきと 愛媛 新居浜工業高校 にいはまこうぎょう　こうこう 200 15
男子 61 A 西本 清晃 にしもと　きよあき 愛媛 新居浜南高校 にいはまみなみ　こうこう 215 16
男子 61 A 後藤 奎人 ごとう　けいと 京都 海洋高校 かいよう　こうこう 218 17
男子 61 A 橋田 晃斗 はしだ　あきと 香川 多度津高校 たどつ　こうこう 259 18
男子 61 A 豊丸 朱鷺 とよまる　とき 京都 鳥羽高校 とば　こうこう 270 19
男子 61 A 神田 虎次郎 かんだ　こじろう 鹿児島 屋久島高校 やくしま　こうこう 272 20
男子 61 A 竹本 健二 たけもと　けんじ 大分 国東高校 くにさき　こうこう 282 21
男子 61 A 東 翔大 ひがし　しょうた 長崎 諫早農業高校 いさはやのうぎょう　こうこう 292 22
男子 61 A 猪山　 龍生 いやま　りゅうせい 徳島 徳島科学技術高校 とくしまかがくぎじゅつ　こうこう 293 23
男子 61 A 並里 久仙 なみざと　ひさのり 沖縄 糸満高校 いとまん　こうこう 301 24
男子 61 A 伊東 安思 いとう　あんじ 三重 四日市工業高校 よっかいちこうぎょう　こうこう 302 25
男子 61 B 井上　 勇心 いのうえ　ゆうしん 熊本 熊本西高校 くまもとにし　こうこう 7 26
男子 61 B 佐山 怜 さやま　れん 栃木 足利南高校 あしかがみなみ　こうこう 14 27
男子 61 B 岩島 直也 いわしま　なおや 愛知 愛知工業大学名電高校 あいちこうぎょうだいがくめいでん　こうこう 32 28
男子 61 B 佐藤 勇功人 さとう　おくと 山形 鶴岡工業高校 つるおかこうぎょう　こうこう 73 29
男子 61 B 國分 海空斗 こくぶん　みくと 福島 田村高校 たむら　こうこう 80 30
男子 61 B 坂田 柔斗 さかた　じゅうと 和歌山 那賀高校 なが　こうこう 82 31
男子 61 B 田代 悠 たしろ　ゆう 佐賀 有田工業高校 ありたこうぎょう　こうこう 95 32
男子 61 B 中田 隼 なかた　はやと 青森 五所川原工業・工科高校 ごしょがわらこうぎょう・こうか　こうこう 102 33
男子 61 B 中山 蒼士 なかやま　あおし 徳島 徳島科学技術高校定時制 とくしまかがくぎじゅつ　こうこうていじせい 119 34
男子 61 B 森下 亜依人 もりした　あいと 愛知 名城大学附属高校 めいじょうだいがくふぞく　こうこう 138 35
男子 61 B 泉 篤志 いずみ　あつし 鹿児島 薩摩中央高校 さつまちゅうおう　こうこう 147 36
男子 61 B 髙﨑 秀麻 たかさき　しゅうま 栃木 小山北桜高校 おやまほくおう　こうこう 173 37
男子 61 B 畑澤 歩 はたさわ　あゆむ 秋田 男鹿海洋高校 おがかいよう　こうこう 178 38
男子 61 B 齊藤 結幸 さいとう　ゆいと 宮城 柴田高校 しばた　こうこう 194 39
男子 61 B 李 真成 り　まさなり 沖縄 沖縄工業高校 おきなわこうぎょう　こうこう 199 40
男子 61 B 武田 拓斗 たけだ　たくと 奈良 大淀・奈良南高校 おおよど・ならみなみ　こうこう 205 41
男子 61 B 竹村 康生 たけむら　こうき 奈良 大淀・奈良南高校 おおよど・ならみなみ　こうこう 210 42
男子 61 B 青島 琉 あおしま　りゅう 静岡 静岡科学技術高校 かがくぎじゅつ　こうこう 221 43
男子 61 B 加納 丈太郎 かのう　じょうたろう 愛知 愛知工業大学名電高校 あいちこうぎょうだいがくめいでん　こうこう 237 44
男子 61 B 原 大輝 はら　だいき 長野 松商学園高校 まつしょうがくえん　こうこう 243 45
男子 61 B 長本 朋也 ながもと　ともや 埼玉 川口高校 かわぐち　こうこう 265 46
男子 61 B 増田 宜晃 ますだ　のぶあき 東京 日本大学鶴ヶ丘高校 にほんだいがくつるがおか　こうこう 271 47
男子 61 B 田中 涼太 たなか　りょうた 大阪 常翔学園高校 じょうしょうがくえん　こうこう 279 48
男子 61 B 岡 勢智 おか　せいじ 埼玉 埼玉栄高校 さいたまさかえ　こうこう 280 49
男子 61 B 田所 来都 たどころ　らいと 香川 香川中央高校 かがわちゅうおう　こうこう 286 50
男子 61 B 谷渡 尚悟 たにわたり　しょうご 長崎 諫早農業高校 いさはやのうぎょう　こうこう 296 51
男子 61 B 熊田 樹 くまだ　いつき 福島 田村高校 たむら　こうこう 317 52



男子 67 A 神谷 亮輔 かみや　りょうすけ 東京 東亜学園高校 とうあがくえん　こうこう 5 1
男子 67 A 河島 明彦 こうしま　あきひこ 岡山 水島工業高校 みずしまこうぎょう　こうこう 10 2
男子 67 A 小川 翔太郎 おがわ　しょうたろう 福岡 八幡中央高校 やはたちゅうおう　こうこう 23 3
男子 67 A 月岡 志龍 つきおか　しりゅう 徳島 鳴門渦潮高校 なるとうずしお　こうこう 29 4
男子 67 A 小貫 裕也 おぬき　ゆうや 茨城 石岡第一高校 いしおかだいいち　こうこう 31 5
男子 67 A 水野 太聞 みずの　たもん 石川 津幡高校 つばた　こうこう 62 6
男子 67 A 黒木 幸弥 くろき　ゆきや 宮崎 小林秀峰高校 こばやししゅうほう　こうこう 92 7
男子 67 A 有村 拓真 ありむら　たくま 三重 四日市工業高校 よっかいちこうぎょう　こうこう 98 8
男子 67 A 松葉 壮志 まつば　そうし 香川 香川中央高校 かがわちゅうおう　こうこう 123 9
男子 67 A 山口 龍太郎 やまぐち　りゅうたろう 兵庫 尼崎工業高校 あまがさきこうぎょう　こうこう 133 10
男子 67 A 道幸 昌弘 みちゆき　まさひろ 福井 若狭東高校 わかさひがし　こうこう 171 11
男子 67 A 田島 佳 たじま　けい 三重 四日市中央工業高校 よっかいちちゅうおうこうぎょう　こうこう 184 12
男子 67 A 宮本 幹大 みやもと　かんた 神奈川 法政大学第二高校 ほうせいだいがくだいに　こうこう 187 13
男子 67 A 牛田 裕麻 うしだ　ゆうま 三重 亀山高校 かめやま　こうこう 195 14
男子 67 A 西尾 銀矢 にしお　ぎんや 奈良 奈良朱雀・奈良商工高校 ならすざく・ならしょうこう　こうこう 196 15
男子 67 A 山口 耀太 やまぐち　ようた 福岡 八幡工業高校 やはたこうぎょう　こうこう 207 16
男子 67 A 青山 怜平 あおやま　りょうへい 福島 田村高校 たむら　こうこう 238 17
男子 67 A 飯山 海斗 いいやま　かいと 宮城 宮城農業高校 みやぎのうぎょう　こうこう 250 18
男子 67 A 𠮷田 晴喜 よしだ　はるき 兵庫 明石南高校 あかしみなみ　こうこう 253 19
男子 67 A 髙草 公佑 たかくさ　こうすけ 山梨 吉田高校 よしだ　こうこう 257 20
男子 67 A 森下 裕斗 もりした　　ゆうと 三重 四日市中央工業高校 よっかいちちゅうおうこうぎょう　こうこう 260 21
男子 67 A 渡邊 陸大斗 わたなべ　りくと 山梨 日川高校 ひかわ　こうこう 287 22
男子 67 B 石川 建吾 いしかわ　けんご 宮城 柴田高校 しばた　こうこう 6 23
男子 67 B 大西　 広将 おおにし　ひろまさ 兵庫 尼崎工業高校 あまがさきこうぎょう　こうこう 12 24
男子 67 B 上野 佑太 うえの　ゆうた 埼玉 川口高校 かわぐち　こうこう 26 25
男子 67 B 春山 琉輝 はるやま　るか 栃木 足利南高校 あしかがみなみ　こうこう 39 26
男子 67 B いまひがし　じゅんいち 鹿児島 薩摩中央高校 さつまちゅうおう　こうこう 55 27
男子 67 B 近藤 源記 こんどう　げんき 愛媛 新居浜南高校 にいはまみなみ　こうこう 64 28
男子 67 B 太田 翔紀 おおた　しょうき 熊本 熊本西高校 くまもとにし　こうこう 74 29
男子 67 B 森 崇紘 もり　たかひろ 岐阜 海津明誠高校 かいづめいせい　こうこう 84 30
男子 67 B 松邨  優次 まつむら　ゆうじ 長崎 西彼農業高校 せいひのうぎょう　こうこう 88 31
男子 67 B 熊谷 賀偉 くまがい　かい 山形 羽黒高校 はぐろ　こうこう 93 32
男子 67 B 伊藤 琉聖 いとう　りゅうせい 青森 五所川原工業・工科高校 ごしょがわらこうぎょう・こうか　こうこう 113 33
男子 67 B 山田 晴丸 やまだ　はるま 福井 若狭東高校 わかさひがし　こうこう 121 34
男子 67 B 高木 渉夢 たかぎ　あゆむ 福島 勿来工業高校 なこそこうぎょう　こうこう 160 35
男子 67 B 栗原 海 くりはら　かい 千葉 市川昴高校 いちかわすばる　こうこう 203 36
男子 67 B 坂本 慶斗 さかもと　けいと 京都 朱雀高校 すざく　こうこう 208 37
男子 67 B 古村 梁眞 こむら　りょうま 北海道 札幌琴似工業高校 さっぽろことにこうぎょう　こうこう 223 38
男子 67 B 小林 優志 こばやし　ゆうじ 秋田 金足農業高校 かなあしのうぎょう　こうこう 227 39
男子 67 B 川上 穣 かわかみ　じょう 広島 戸手高校 とで　こうこう 228 40
男子 67 B 増田 真優 ますだ　まひろ 長崎 諫早農業高校 いさはやのうぎょう　こうこう 245 41
男子 67 B 富澤 豊 とみざわ　ゆたか 山口 下関工科高校 しものせきこうか　こうこう 266 42
男子 67 B 武重 陽向 たけしげ　ひなた 新潟 新潟北高校 にいがたきた　こうこう 268 43
男子 67 B 小川 芥人 おがわ　かいと 香川 香川中央高校 かがわちゅうおう　こうこう 295 44
男子 73 A 水田 彪翔 みずた　あやと 兵庫 明石南高校 あかしみなみ　こうこう 59 1
男子 73 A 山口 昂輝 やまぐち　こうき 福岡 八幡工業高校 やはたこうぎょう　こうこう 65 2
男子 73 A 平井 広太 ひらい　こうた 長崎 諫早農業高校 いさはやのうぎょう　こうこう 78 3
男子 73 A 石橋 大希 いしばし　ひろき 宮崎 宮崎海洋高校 みやざきかいよう　こうこう 79 4
男子 73 A 吉村 悠希 よしむら　ゆうき 岐阜 土岐商業高校 ときしょうぎょう　こうこう 86 5
男子 73 A 髙城 英資 たかき　えいすけ 福岡 九州国際大学付属高校 きゅうしゅうこくさいだいがくふぞく　こうこう 90 6
男子 73 A 小原 和晃 こはら　かずあき 岡山 水島工業高校 みずしまこうぎょう　こうこう 99 7
男子 73 A 木村 梁 きむら　はり 和歌山 紀北工業高校 きほくこうぎょう　こうこう 136 8
男子 73 A 久武 雄真 ひさたけ　ゆうま 徳島 板野高校 いたの　こうこう 148 9
男子 73 A 綿貫 陽太 わたぬき　ようた 群馬 利根実業高校 とねじつぎょう　こうこう 159 10
男子 73 A 亀山 春樹 かめやま　はるき 滋賀 堅田高校 かたた　こうこう 177 11
男子 73 A 大内 大輔 おおうち　だいすけ 福島 田村高校 たむら　こうこう 181 12
男子 73 A 知久 夢吏 ちく　ゆうり 栃木 小山南高校 おやまみなみ　こうこう 202 13
男子 73 A くずはら　はるき 香川 多度津高校 たどつ　こうこう 214 14
男子 73 A 四役 颯真 よつやく　そうま 岩手 久慈工業高校 くじこうぎょう　こうこう 234 15
男子 73 A 秦 雄大 はた　ゆうた 大分 国東高校 くにさき　こうこう 264 16
男子 73 A 津野 誠也 つの　せいや 大分 国東高校 くにさき　こうこう 274 17
男子 73 A 浦嶋 文彦 うらしま　ふみひこ 京都 鳥羽高校 とば　こうこう 289 18
男子 73 A 佐藤 潤人 さとう　じゅんと 神奈川 日本大学藤沢高校 にほんだいがくふじさわ　こうこう 307 19
男子 73 B 能登　 颯也 のと　そうや 富山 滑川高校 なめりかわ　こうこう 3 20
男子 73 B 渡邉 真人 わたなべ　まなと 福島 田村高校 たむら　こうこう 35 21
男子 73 B 菊池 雄吉 きくち　たけよし 岩手 水沢高校 みずさわ　こうこう 38 22
男子 73 B 関戸 遥琉 せきど　はる 愛媛 新居浜南高校 にいはまみなみ　こうこう 47 23
男子 73 B 鈴木 響 すずき　ひびき 秋田 金足農業高校 かなあしのうぎょう　こうこう 67 24
男子 73 B 河村 智稀 かわむら　ともき 広島 戸手高校 とで　こうこう 68 25
男子 73 B 杉本 澪音 すぎもと　れん 愛知 名城大学附属高校 めいじょうだいがくふぞく　こうこう 97 26
男子 73 B 玉木 琉翔 たまき　るか 東京 杉並高校 すぎなみ　こうこう 106 27
男子 73 B 石塚 智也 いしづか　ともや 栃木 栃木翔南高校 とちぎしょうなん　こうこう 108 28
男子 73 B 堀口 実篤 ほりぐち　さねあつ 奈良 榛生昇陽・宇陀高校 しんせいしょうよう・うだ　こうこう 152 29
男子 73 B 杉本 悠真 すぎもと　ゆうま 佐賀 有田工業高校 ありたこうぎょう　こうこう 170 30
男子 73 B 太田 千翔 おおた　かずと 長野 松商学園高校 まつしょうがくえん　こうこう 180 31
男子 73 B 齋藤 駿 さいとう　しゅん 京都 鳥羽高校 とば　こうこう 209 32
男子 73 B 中川 航希 なかがわ　こうき 山口 下関工科高校 しものせきこうか　こうこう 212 33
男子 73 B 吉野 樹 よしの　いつき 石川 七尾東雲高校 ななおしののめ　こうこう 244 34
男子 73 B 内藤 仁雄 ないとう　じんゆう 埼玉 埼玉栄高校 さいたまさかえ　こうこう 254 35
男子 73 B 堀田 蓮 ほりた　れん 佐賀 有田工業高校 ありたこうぎょう　こうこう 300 36
男子 73 B 真鍋 颯汰 まなべ　そうた 香川 香川中央高校 かがわちゅうおう　こうこう 303 37
男子 73 B 伊勢山 晋太郎 いせやま　しんたろう 茨城 石岡第一高校 いしおかだいいち　こうこう 309 38
男子 73 B 稲敷 和大 いなしき　かずひろ 福井 坂井高校 さかい　こうこう 312 39



男子 81 A 浪越 晴太郎 なみこし　せいたろう 福島 福島工業高校 ふくしまこうぎょう　こうこう 15 1
男子 81 A 久保田 龍雅 くぼた　りゅうが 長野 松商学園高校 まつしょうがくえん　こうこう 27 2
男子 81 A 松丸 竜大 まつまる　りゅうだい 千葉 市川昴高校 いちかわすばる　こうこう 28 3
男子 81 A 夏目 航輔 なつめ　こうすけ 山梨 日川高校 ひかわ　こうこう 30 4
男子 81 A 根岸 蒼空 ねぎし　そら 群馬 藤岡工業高校 ふじおかこうぎょう　こうこう 43 5
男子 81 A 山岡 大樹 やまおか　たいき 兵庫 尼崎工業高校 あまがさきこうぎょう　こうこう 45 6
男子 81 A 梶本 宙 かじもと　そら 神奈川 日本大学藤沢高校 にほんだいがくふじさわ　こうこう 85 7
男子 81 A 田中 優生 たなか　ゆう 愛知 愛知工業大学名電高校 あいちこうぎょうだいがくめいでん　こうこう 118 8
男子 81 A 関口 蓮太朗 せきぐち　れんたろう 神奈川 日本大学藤沢高校 にほんだいがくふじさわ　こうこう 120 9
男子 81 A 月岡 志道 つきおか　しどう 徳島 鳴門渦潮高校 なるとうずしお　こうこう 125 10
男子 81 A 山下 由起 やました　よしき 石川 飯田高校 いいだ　こうこう 153 11
男子 81 A 大崎 柊哉 おおさき　しゅうや 北海道 士別翔雲高校 しべつしょううん　こうこう 154 12
男子 81 A 赤木 力樹 あかぎ　りき 沖縄 興南高校 こうなん　こうこう 156 13
男子 81 A 佐部　 流護 さべ　りゅうご 福井 坂井高校 さかい　こうこう 188 14
男子 81 A 佐藤 圭悟 さとう　けいご 福岡 光陵高校 こうりょう　こうこう 191 15
男子 81 A 栗村 海 くりむら　かい 岐阜 土岐紅陵高校 ときこうりょう　こうこう 192 16
男子 81 A 高森 爽雅 たかもり　そうが 富山 滑川高校 なめりかわ　こうこう 206 17
男子 81 A 滝口 大智 たきぐち　だいち 大分 国東高校 くにさき　こうこう 211 18
男子 81 A 西野 睦貴 にしの　むつき 兵庫 尼崎工業高校 あまがさきこうぎょう　こうこう 251 19
男子 81 A 天野 隆星 あまの　りゅうせい 山梨 都留興譲館高校 つるこうじょうかん　こうこう 284 20
男子 81 A 古川 幹 ふるかわ　かん 大分 大分工業高校 おおいたこうぎょう　こうこう 294 21
男子 81 B 大城 遥斗 おおしろ　はると 沖縄 沖縄工業高校 おきなわこうぎょう　こうこう 18 22
男子 81 B 杉本 くれは すぎもと　くれは 秋田 金足農業高校 かなあしのうぎょう　こうこう 22 23
男子 81 B 久保 龍希 くぼ　りゅうき 青森 八戸工業高校 はちのへこうぎょう　こうこう 50 24
男子 81 B 梶本 歩 かじもと　あゆむ 茨城 土浦日本大学高校 つちうらにほんだきがく　こうこう 57 25
男子 81 B 小西 弘基 こにし　ひろき 京都 鳥羽高校 とば　こうこう 87 26
男子 81 B 山保 将輝 やまほ　まさき 北海道 札幌琴似工業高校 さっぽろことにこうぎょう　こうこう 107 27
男子 81 B 寺島 凛空 てらしま　りく 茨城 石岡第一高校 いしおかだいいち　こうこう 109 28
男子 81 B 倉本 康聖 くらもと　こうせい 山口 下関国際高校 しものせきこくさい　こうこう 114 29
男子 81 B 赤井 大祐 あかい　だいすけ 和歌山 和歌山工業高校 わかやまこうぎょう　こうこう 124 30
男子 81 B 宮田 空 みやた　そら 群馬 利根実業高校 とねじつぎょう　こうこう 132 31
男子 81 B 小川 裕真 おがわ　ゆうま 東京 日本大学鶴ヶ丘高校 にほんだいがくつるがおか　こうこう 143 32
男子 81 B 西原 大貴 にしばら　だいき 愛媛 新居浜工業高校 にいはまこうぎょう　こうこう 144 33
男子 81 B 藤原 郷秀 ふじわら　ごうしゅ 宮城 柴田高校 しばた　こうこう 163 34
男子 81 B 小池 祐士 こいけ　ゆうじ 埼玉 埼玉栄高校 さいたまさかえ　こうこう 167 35
男子 81 B 桐生 英怜 きりゅう　ひいれ 福島 福島工業高校 ふくしまこうぎょう　こうこう 185 36
男子 81 B 北山 惣一郎 きたやま　そういちろう 山形 酒田光陵高校 さかたこうりょう　こうこう 190 37
男子 81 B 前田 晃汰 まえだ　こうた 愛媛 新居浜南高校 にいはまみなみ　こうこう 197 38
男子 81 B 鎌田 悠椰 かまだ　ゆうや 宮崎 宮崎海洋高校 みやざきかいよう　こうこう 229 39
男子 81 B 近藤 煌大 こんどう　こうた 富山 滑川高校 なめりかわ　こうこう 246 40
男子 81 B 宮之下 天麻 みやのした　てんま 鹿児島 薩摩中央高校 さつまちゅうおう　こうこう 267 41
男子 81 B 黒田 柊生 くろだ　とうい 千葉 松戸国際高校 まつどこくさい　こうこう 308 42
男子 81 B 藤本 葉成 ふじもと　ようせい 福井 若狭東高校 わかさひがし　こうこう 315 43
男子 89 石須 基甫 いしす　きほ 富山 滑川高校 なめりかわ　こうこう 9 1
男子 89 金丸 幸生 かねまる　こうせい 山梨 白根高校 しらね　こうこう 19 2
男子 89 内山 壱誠 うちやま　いっせい 石川 小松工業高校 こまつこうぎょう　こうこう 36 3
男子 89 佐藤 遼真 さとう　りょうま 宮城 柴田高校 しばた　こうこう 40 4
男子 89 曽根原 大雅 そねはら　たいが 千葉 松戸国際高校 まつどこくさい　こうこう 44 5
男子 89 唐澤 尚太郎 からさわ　なおたろう 神奈川 日本大学藤沢高校 にほんだいがくふじさわ　こうこう 49 6
男子 89 小山 竣大 こやま　しゅんた 岡山 岡山工業高校 おかやまこうぎょう　こうこう 66 7
男子 89 石川 勇人 いしかわ　ゆきと 神奈川 日本大学藤沢高校 にほんだいがくふじさわ　こうこう 72 8
男子 89 堤 悠貴 つつみ　ゆうき 大阪 大阪産業大学附属高校 おおさかさんぎょうだいがくふぞく 81 9
男子 89 西田 隼斗 にしだ　はやと 滋賀 安曇川高校 あどがわ　こうこう 112 10
男子 89 横井 敢太郎 よこい　かんたろう 滋賀 安曇川高校 あどがわ　こうこう 122 11
男子 89 田中 康太 たなか　こうた 群馬 利根実業高校 とねじつぎょう　こうこう 139 12
男子 89 山口 陽平 やまぐち　ようへい 山梨 吉田高校 よしだ　こうこう 140 13
男子 89 髙松 佑吏 たかまつ　ゆうり 鹿児島 明桜館高校 めいおうかん　こうこう 141 14
男子 89 石川 康生 いしかわ　　こうせい 愛媛 新居浜工業高校 にいはまこうぎょう　こうこう 151 15
男子 89 今井 鼓太郎 いまい　こたろう 京都 宮津天橋高校 みやづてんきょう　こうこう 157 16
男子 89 中川 星 なかがわ　しょう 岐阜 中津高校 なかつ　こうこう 162 17
男子 89 菅谷 光一 すがや　こういち 茨城 土浦日本大学高校 つちうらにほんだきがく　こうこう 166 18
男子 89 松岡 永遠 まつおか　とわ 和歌山 紀北工業高校 きほくこうぎょう　こうこう 168 19
男子 89 小関 諒道 こせき　りょうと 青森 五所川原工業・工科高校 ごしょがわらこうぎょう・こうか　こうこう 225 20
男子 89 森永 優斗 もりなが　ゆうと 佐賀 有田工業高校 ありたこうぎょう　こうこう 226 21
男子 89 藤本 善 ふじもと　ぜん 福岡 筑紫台高校 ちくしだい　こうこう 230 22
男子 89 及川 瑛人 おいかわ　えいと 栃木 青藍泰斗高校 せいらんたいと　こうこう 241 23
男子 89 藤海  蓮 ふじみ　れん 長崎 西彼農業高校 せいひのうぎょう　こうこう 247 24
男子 89 塩谷 純一朗 しおたに　じゅんいちろう 宮崎 佐土原高校 さどわら　こうこう 248 25
男子 89 中野 優貴成 なかの　ゆきなり 岩手 盛岡工業高校 もりおかこうぎょう　こうこう 249 26
男子 89 明石 亮汰 あかし　りょうた 奈良 奈良朱雀・奈良商工高校 ならすざく・ならしょうこう　こうこう 252 27
男子 89 三浦 快介 みうら　かいすけ 長野 松商学園高校 まつしょうがくえん　こうこう 255 28
男子 89 冨塚 歌楽 とみつか　からく 福島 田村高校 たむら　こうこう 256 29
男子 89 竹中 孝太郎 たけなか　　こうたろう 三重 四日市中央工業高校 よっかいちちゅうおうこうぎょう　こうこう 258 30
男子 89 久保 皓正 くぼ　こうせい 東京 日本大学鶴ヶ丘高校 にほんだいがくつるがおか　こうこう 262 31
男子 89 久安 慧昇 ひさやす　けいしょう 岡山 笠岡工業高校 かさおかこうぎょう　こうこう 288 32
男子 89 上田 輝良 うえだ　きら 北海道 札幌琴似工業高校 さっぽろことにこうぎょう　こうこう 290 33
男子 89 西藤 颯真 さいとう　そうま 福井 坂井高校 さかい　こうこう 304 34
男子 89 造倉 翼 ぞうくら　つばさ 沖縄 糸満高校 いとまん　こうこう 311 35
男子 89 三谷 海人 みたに　かいと 島根 出雲農林高校 いずものうりん　こうこう 313 36



男子 96 中島 晴海 なかじま　かいせい 北海道 札幌あすかぜ高校 さっぽろあすかぜ　こうこう 16 1
男子 96 佐藤 瑛人 さとう　えいと 宮崎 佐土原高校 さどわら　こうこう 37 2
男子 96 菊地 智雄 きくち　ともたか 宮城 宮城農業高校 みやぎのうぎょう　こうこう 41 3
男子 96 和田 達哉 わだ　たつや 山口 下関工科高校 しものせきこうか　こうこう 53 4
男子 96 安藤 周粋 あんどう　しゅうすい 福岡 八幡中央高校 やはたちゅうおう　こうこう 63 5
男子 96 中川 賢信 なかがわ　けんしん 北海道 士別翔雲高校 しべつしょううん　こうこう 100 6
男子 96 朝倉 芳之臣 あさくら　よしのしん 青森 八戸工業大学第一高校 はちのへこうぎょうだいがくだいいち　こうこう 101 7
男子 96 森島 凜 もりしま　りん 大阪 大阪産業大学附属高校 おおさかさんぎょうだいがくふぞく 116 8
男子 96 石川 太陽 いしかわ　たいよう 沖縄 嘉手納高校 かでな　こうこう 117 9
男子 96 下里 鷹裕 しもさと　たかひろ 長野 松商学園高校 まつしょうがくえん　こうこう 126 10
男子 96 森本 慧 もりもと　けい 宮崎 小林高校 こばやし　こうこう 127 11
男子 96 宮越 雄蔵 みやこし　ゆうぞう 富山 滑川高校 なめりかわ　こうこう 134 12
男子 96 西山 遥陽 にしやま　はるひ 埼玉 川越西高校 かわぐち　こうこう 146 13
男子 96 並里 高仙 なみざと　たかのり 沖縄 沖縄水産高校 おきなわすいさん　こうこう 149 14
男子 96 志村 陽葵 しむら　はるき 山梨 都留興譲館高校 つるこうじょうかん　こうこう 169 15
男子 96 川口 愛翔 かわぐち　まなと 山梨 塩山高校 えんざん　こうこう 172 16
男子 96 後藤 流空 ごとう　りく 山形 庄内農業高校 しょうないのうぎょう　こうこう 193 17
男子 96 井谷 太一 いたに　たいち 島根 出雲農林高校 いずものうりん　こうこう 198 18
男子 96 宮﨑 航平 みやざき　こうへい 三重 石薬師高校 いしやくし　こうこう 204 19
男子 96 小野 彩人 おの　あやと 秋田 金足農業高校 かなあしのうぎょう　こうこう 217 20
男子 96 辻本 侑矢マキシム つじもと　ゆうやまきしむ 兵庫 家島高校 いえしま　こうこう 220 21
男子 96 寺田 悠人 てらだ　ゆうと 山梨 白根高校 しらね　こうこう 232 22
男子 96 安原 晴哉 やすはら　はるや 岡山 水島工業高校 みずしまこうぎょう　こうこう 239 23
男子 96 柴田 太一 しばた　たいち 岐阜 土岐紅陵高校 ときこうりょう　こうこう 261 24
男子 96 藤原 菱 ふじわら　りょう 大分 宇佐高校 うさ　こうこう 277 25
男子 96 尾張 義典 おわり　よしのり 福井 星槎国際高校若狭ものづくり美学舎 せいさこくさい　こうこう　わかさものづくりびがくしゃ 281 26
男子 96 中村 光汰 なかむら　こうた 茨城 石岡第一高校 いしおかだいいち　こうこう 305 27
男子 96 白戸 愛也 しらと　まなや 神奈川 日本大学藤沢高校 にほんだいがくふじさわ　こうこう 310 28
男子 102 角田 洸稀 すみだ　こうき 鳥取 米子工業高校 よなごこうぎょう　こうこう 17 1
男子 102 三上 力丸 みかみ　りきまる 北海道 士別翔雲高校 しべつしょううん　こうこう 34 2
男子 102 望月 浩樹 もちづき　ひろき 山梨 白根高校 しらね　こうこう 52 3
男子 102 夏井 理来 なつい　りく 秋田 金足農業高校 かなあしのうぎょう　こうこう 58 4
男子 102 金子 赳士 かねこ　たけし 神奈川 日本大学藤沢高校 にほんだいがくふじさわ　こうこう 70 5
男子 102 畑上 晃汰 はたうえ　こうた 和歌山 紀北農芸高校 きほくのうげい　こうこう 75 6
男子 102 有澤 大志 ありさわ　たいし 富山 滑川高校 なめりかわ　こうこう 94 7
男子 102 加藤 夏都 かとう　なつ 福井 坂井高校 さかい　こうこう 96 8
男子 102 鷲見 一樹 すみ　いつき 岐阜 中津高校 なかつ　こうこう 104 9
男子 102 山口 人生 やまぐち　とき 大分 国東高校 くにさき　こうこう 105 10
男子 102 佐藤 瑠 さとう　りゅう 島根 出雲農林高校 いずものうりん　こうこう 110 11
男子 102 間部 克彦 まべ　かつひこ 青森 八戸工業高校 はちのへこうぎょう　こうこう 111 12
男子 102 土橋 寛太 どばし　かんた 山梨 吉田高校 よしだ　こうこう 128 13
男子 102 大久保 友樹 おおくぼ　ともき 栃木 小山北桜高校 おやまほくおう　こうこう 130 14
男子 102 上運天 琉太 かみうんてん　りゅうた 沖縄 糸満高校 いとまん　こうこう 142 15
男子 102 滝口 雅之 たきぐち　まさゆき 岩手 水沢高校 みずさわ　こうこう 165 16
男子 102 鈴木 星空 すずき　ほく 埼玉 埼玉栄高校 さいたまさかえ　こうこう 179 17
男子 102 植野 元太 うえの　げんた 愛媛 新居浜南高校 にいはまみなみ　こうこう 186 18
男子 102 青木 拓真 あおき　たくま 福岡 八幡中央高校 やはたちゅうおう　こうこう 189 19
男子 102 能登 優雅 のと　ゆうが 茨城 高萩清松高校 たかはぎせいしょう　こうこう 213 20
男子 102 新舘 利都 しんたて　りつ 山形 羽黒高校 はぐろ　こうこう 222 21
男子 102 樺澤 宙音 かばざわ　ひろと 京都 海洋高校 かいよう　こうこう 275 22
男子 102 寺田 匠之介 てらだ　しょうのすけ 奈良 大淀・奈良南高校 おおよど・ならみなみ　こうこう 278 23
男子 102 田中 元氣 たなか　げんき 福岡 八幡中央高校 やはたちゅうおう　こうこう 285 24
男子 102 安藤 翔真 あんどう　しょうま 愛媛 新居浜工業高校 にいはまこうぎょう　こうこう 297 25
男子 +102 水林 莉音 みずばやし　りおん 富山 滑川高校 なめりかわ　こうこう 24 1
男子 +102 小藤 快勢 こふじ　かいせい 栃木 小山高校 おやま　こうこう 56 2
男子 +102 吉田 晃永 よしだ　こうえい 宮城 柴田高校 しばた　こうこう 69 3
男子 +102 初鹿野 篤矢 はじかの　あつや 山梨 日川高校 ひかわ　こうこう 71 4
男子 +102 清水 琉聖 しみず　りゅうせい 茨城 高萩清松高校 たかはぎせいしょう　こうこう 76 5
男子 +102 清水 晴斗 しみず　はると 滋賀 堅田高校 かたた　こうこう 83 6
男子 +102 松山 響介 まつやま　きょうすけ 滋賀 堅田高校 かたた　こうこう 89 7
男子 +102 小玉 颯太 こだま　はやた 秋田 金足農業高校 かなあしのうぎょう　こうこう 103 8
男子 +102 河野 智 かわの　さとる 和歌山 和歌山工業高校 わかやまこうぎょう　こうこう 155 9
男子 +102 川端 健太郎 かわばた　けんたろう 石川 飯田高校 いいだ　こうこう 164 10
男子 +102 青木 優真 あおき　ゆうま 群馬 前橋育英高校 まえばしいくえい　こうこう 182 11
男子 +102 荒木 仁志 あらき　ひとし 福島 田村高校 たむら　こうこう 216 12
男子 +102 佐々木 航 ささき　わたる 神奈川 日本大学藤沢高校 にほんだいがくふじさわ　こうこう 219 13
男子 +102 安藤 隼 あんどう　しゅん 愛媛 新居浜工業高校 にいはまこうぎょう　こうこう 231 14
男子 +102 小林 友樹 こばやし　ともき 山梨 白根高校 しらね　こうこう 240 15
男子 +102 塚田 直人 つかだ　なおと 栃木 小山南高校 おやまみなみ　こうこう 273 16
男子 +102 熊谷　 育真 くまがい　いくま 群馬 藤岡工業高校 ふじおかこうぎょう　こうこう 283 17
男子 +102 小林 巧 こばやし　たくみ 群馬 藤岡工業高校 ふじおかこうぎょう　こうこう 306 18
男子 +102 鈴木 夏空 すずき　こあ 埼玉 埼玉栄高校 さいたまさかえ　こうこう 316 19



女子 45 齊藤 朱音 さいとう　あかね 愛媛 新居浜東高校 にいはまひがし　こうこう 9 1
女子 45 小宮 晶 こみや　ひかる 滋賀 安曇川高校 あどがわ　こうこう 11 2
女子 45 宮澤 愛子 みやざわ　あいこ 長野 松商学園高校 まつしょうがくえん　こうこう 19 3
女子 45 関本 里菜 せきもと　りな 徳島 板野高校 いたの　こうこう 26 4
女子 45 山田 由惟 やまだ　ゆい 兵庫 舞子高校 まいこ　こうこう 30 5
女子 45 西村 嶺千月 にしむら　みづき 熊本 熊本第一高校 だいいち　こうこう 32 6
女子 45 松尾 環那 まつお　かんな 佐賀 佐賀清和高校 さがせいわ　こうこう 40 7
女子 45 小野寺 凜 おのでら　りん 岩手 水沢高校 みずさわ　こうこう 55 8
女子 45 佐藤 颯花 さとう　そよか 福島 福島明成高校 ふくしまめいせい　こうこう 56 9
女子 45 佐次 桃香 さじ　ももか 香川 香川中央高校 かがわちゅおう　こうこう 66 10
女子 45 楢本 琉花 ならもと　るか 岡山 倉敷商業高校 くらしきしょうぎょう　こうこう 72 11
女子 45 尾形 薫子 おがた　かおるこ 東京 日本大学鶴ヶ丘高校 にほんだいがくつるがおか　こうこう 80 12
女子 45 楢木 美南 ならき　みなみ 埼玉 埼玉栄高校 さいたまさかえ　こうこう 82 13
女子 45 難波 千晴 なんば　ちはる 岡山 倉敷商業高校 くらしきしょうぎょう　こうこう 83 14
女子 45 野間 若菜 のま　わかな 三重 四日市南高校 よっかいちみなみ　こうこう 89 15
女子 49 鈴木 野乃佳 すずき　ののか 宮城 柴田農林高校 しばたのうりん　こうこう 10 1
女子 49 羽藤 美優 はとう　みゆ 兵庫 明石清水高校 あかししみず　こうこう 18 2
女子 49 田口 菜桜 たぐち　なお 埼玉 埼玉栄高校 さいたまさかえ　こうこう 35 3
女子 49 宮西 輝 みやにし　ひかる 三重 四日市工業高校 よっかいちこうぎょう　こうこう 38 4
女子 49 大湾 りりか おおわん　りりか 沖縄 糸満高校 いとまん　こうこう 46 5
女子 49 前田 みなみ まえだ　みなみ 千葉 市川昴高校 いちかわすばる　こうこう 49 6
女子 49 丸田　 由菜 まるた　ゆな 福井 坂井高校 さかい　こうこう 57 7
女子 49 杉能 舞夏 すぎの　まいか 兵庫 三木東高校 みきひがし　こうこう 68 8
女子 49 伊阪 夏妃 いさか　なつき 三重 鈴鹿高校 すずか　こうこう 70 9
女子 49 乾 知里 いぬい　ちさと 香川 香川中央高校 かがわちゅおう　こうこう 77 10
女子 49 吉田 朱音 よしだ　あかね 福岡 八幡中央高校 やはたちゅうおう　こうこう 93 11
女子 49 岸良 愛天音 きしら　あてね 沖縄 嘉手納高校 かでな　こうこう 94 12
女子 49 清水　 ありさ しみず　ありさ 群馬 利根実業高校 とねじつぎょう　こうこう 97 13
女子 55 岡田 葵 おかだ　あおい 徳島 鳴門渦潮高校 なるとうずしお　こうこう 1 1
女子 55 三杉 凛奈 みすぎ　りんな 神奈川 法政大学第二高校 ほうせいだいがくだいに　こうこう 4 2
女子 55 脇長 葵 わきなが　あおい 愛媛 新居浜東高校 にいはまひがし　こうこう 12 3
女子 55 坂本 和琴 さかもと　わこと 愛知 名城大学附属高校 めいじょうだいがくふぞく　こうこう 13 4
女子 55 タカリ スミ たかり　すみ 北海道 栄高校 さかえ　こうこう 15 5
女子 55 纐纈 奈菜子 こうけつ　ななこ 岐阜 土岐商業高校 ときしょうぎょう　こうこう 16 6
女子 55 井関 いろは いせき　いろは 京都 鳥羽高校 とば　こうこう 20 7
女子 55 伊藤 夢成 いとう　ゆな 山形 庄内農業高校 しょうないのうぎょう　こうこう 29 8
女子 55 雨宮 冴 あめみや　さえ 山梨 日川高校 ひかわ　こうこう 39 9
女子 55 青木 彩華 あおき　あやか 岩手 岩谷堂高校 いわやどう　こうこう 42 10
女子 55 本澤 芹奈 ほんざわ　せりな 長野 松商学園高校 まつしょうがくえん　こうこう 45 11
女子 55 並木 楓花 なみき　ふうか 新潟 塩沢商工高校 しおざわしょうこう　こうこう 50 12
女子 55 阿部 菜摘 あべ　なつみ 大分 国東高校 くにさき　こうこう 60 13
女子 55 岩崎 紅緒 いわさき　べにお 秋田 金足農業高校 かなあしのうぎょう　こうこう 74 14
女子 55 野澤 奈穂 のざわ　なお 栃木 小山高校 おやま　こうこう 79 15
女子 55 小野 舞花 おの　まいか 宮崎 小林高校 こばやし　こうこう 84 16
女子 55 今井 瞳来 いまい　あいら 青森 柏木農業高校 かしわぎのうぎょう　こうこう 95 17
女子 55 川﨑 菜々紗 かわさき　ななさ 京都 海洋高校 かいよう　こうこう 98 18
女子 55 藤田 理 ふじた　さと 長崎 諫早農業高校 いさはやのうぎょう　こうこう 101 19
女子 59 市村 あおい いちむら　あおい 青森 八戸工業高校 はちのへこうぎょう　こうこう 7 1
女子 59 井谷 桃子 いたに　ももこ 島根 出雲農林高校 いずものうりん　こうこう 17 2
女子 59 坂本 桃果 さかもと　ももか 和歌山 和歌山工業高校 わかやまこうぎょう　こうこう 21 3
女子 59 筏 加恋 いかだ　かれん 福井 坂井高校 さかい　こうこう 27 4
女子 59 新 美夢 にい　みゆ 香川 香川中央高校 かがわちゅおう　こうこう 31 5
女子 59 廣世 小雪 ひろせ　こゆき 富山 滑川高校 なめりかわ　こうこう 33 6
女子 59 秦 萌々菜 はだ　ももな 愛媛 新居浜西高校 にいはまにし　こうこう 34 7
女子 59 比嘉 成 ひが　せい 沖縄 本部高校 もとぶ　こうこう 48 8
女子 59 渡辺 咲和 わたなべ　さわ 新潟 塩沢商工高校 しおざわしょうこう　こうこう 61 9
女子 59 飛田 沙織 とびた　さおり 滋賀 堅田高校 かたた　こうこう 63 10
女子 59 永井 暖乃 ながい　はるの 愛知 名城大学附属高校 めいじょうだいがくふぞく　こうこう 64 11
女子 59 井野 美優 いの　みゆう 茨城 石岡第一高校 いしおかだいいち　こうこう 69 12
女子 59 畠 愛美花 はた　まみか 北海道 北広島高校 きたひろしま　こうこう 73 13
女子 59 富田 菜央 とみた　なお 東京 日本大学鶴ヶ丘高校 にほんだいがくつるがおか　こうこう 75 14
女子 59 末吉 菜衣 すえよし　らい 徳島 鳴門渦潮高校 なるとうずしお　こうこう 85 15
女子 59 山野 さくら やまの　さくら 鹿児島 薩摩中央高校 さつまちゅうおう　こうこう 88 16
女子 59 三瓶 美沙津 さんぺい　みすず 秋田 金足農業高校 かなあしのうぎょう　こうこう 92 17
女子 59 野元 美道 のもと　みち 千葉 松戸国際高校 まつどこくさい　こうこう 96 18



女子 64 堂下 陽菜 どうした　ひな 石川 飯田高校 いいだ　こうこう 2 1
女子 64 山里 美月 やまざと　みつき 沖縄 嘉手納高校 かでな　こうこう 23 2
女子 64 坂本 泉希 さかもと　みき 長崎 諫早農業高校 いさはやのうぎょう　こうこう 24 3
女子 64 荻原 遼 おぎはら　はるか 山梨 日川高校 ひかわ　こうこう 25 4
女子 64 篠原 未来 しのはら　みらい 栃木 小山南高校 おやまみなみ　こうこう 37 5
女子 64 引田 葵 ひきた　あおい 石川 七尾東雲高校 ななおしののめ　こうこう 41 6
女子 64 大西 乙葉 おおにし　おとは 富山 滑川高校 なめりかわ　こうこう 43 7
女子 64 梯 奈奈 かけはし　なな 宮崎 小林高校 こばやし　こうこう 47 8
女子 64 大庭 明莉 おおば　あかり 福岡 八幡中央高校 やはたちゅうおう　こうこう 51 9
女子 64 和泉 羽菜 いずみ　はな 香川 香川中央高校 かがわちゅおう　こうこう 52 10
女子 64 坂本 琴音 さかもと　ことね 兵庫 須磨友が丘高校 すまともがおか　こうこう 54 11
女子 64 秋山 伊野 あきやま　いの 大分 宇佐高校 うさ　こうこう 65 12
女子 64 太田 ゆきえ おおた　ゆきえ 奈良 奈良朱雀・奈良商工高校 ならすざく・ならしょうこう　こうこう 76 13
女子 64 先﨑 玲菜 せんざき　れいな 福島 田村高校 たむら　こうこう 86 14
女子 64 岡田 夏朋 おかだ　なお 愛媛 新居浜南高校 にいはまみなみ　こうこう 91 15
女子 71 山田 かな枝 やまだ　かなえ 東京 東亜学園高校 とうあがくえん　こうこう 3 1
女子 71 溝渕 芽以 みぞぶち　めい 香川 香川中央高校 かがわちゅおう　こうこう 22 2
女子 71 志村 涼風 しむら　すずか 山梨 東海大学付属甲府高校 とうかいだいがくふぞくこうふ　こうこう 28 3
女子 71 日髙　 菜々子 ひだか　ななこ 鹿児島 薩摩中央高校 さつまちゅうおう　こうこう 44 4
女子 71 下村 愛里 しもむら　あいり 京都 宮津天橋高校 みやづてんきょう　こうこう 58 5
女子 71 須﨑 華音 すざき　かのん 熊本 上天草高校 かみあまくさ　こうこう 62 6
女子 71 玉木 保乃日 たまき　ほのか 岐阜 土岐商業高校 ときしょうぎょう　こうこう 67 7
女子 71 井谷 桐子 いたに　とうこ 島根 出雲農林高校 いずものうりん　こうこう 81 8
女子 71 西尾 明莉 にしお　あかり 兵庫 須磨友が丘高校 すまともがおか　こうこう 100 9
女子 76 田中 陽 たなか　ひなた 兵庫 明石城西高校 あかしじょうさい　こうこう 6 1
女子 76 城 優芽 しろ　ゆめ 京都 鳥羽高校 とば　こうこう 8 2
女子 76 中村 華 なかむら　はな 岩手 盛岡工業高校 もりおかこうぎょう　こうこう 53 3
女子 76 鈴木 夢花 すずき　ゆめか 山形 羽黒高校 はぐろ　こうこう 59 4
女子 76 千野 虹 ちの　なな 栃木 栃木翔南高校 とちぎしょうなん　こうこう 71 5
女子 76 岡本 瞳綺 おかもと　あいる 滋賀 堅田高校 かたた　こうこう 78 6
女子 76 大嶋 紗弥 おおしま　さや 岡山 玉野高校 たまの　こうこう 87 7
女子 +76 下大迫 彩夏 しもおおさこ　あやか 鹿児島 薩摩中央高校 さつまちゅうおう　こうこう 5 1
女子 +76 山本 彩弥 やまもと　あや 福岡 八幡中央高校 やはたちゅうおう　こうこう 14 2
女子 +76 長島 和奏 ながしま　わかな 京都 宮津天橋高校 みやづてんきょう　こうこう 36 3
女子 +76 竹内 悠姫 たけうち　ゆうき 長野 松商学園高校 まつしょうがくえん　こうこう 90 4
女子 +76 工藤 朋佳 くどう　ともか 宮城 宮城農業高校 みやぎのうぎょう　こうこう 99 5


