
[男　　子] [女　　子]

1 今井 慎太郎 関東 荏原SSC ① 1 布目 千尋 関西 WATS ①

2 近藤 大基 関東 荏原SSC ② 2 今西 美晴 関西 京都外大西高 ②

3 上原 伊織 関西 甲南高 ③ 3 江口 実沙 関東 ﾋﾞｯｸﾞK ③

4 内田 海智 関西 星田TC ④ 4 加藤 未唯 関西 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ヶ池 ④

5 斉藤 秀 関東 荏原SSC ⑤ WC 5 金子 真理子 関東 TTC ⑤

6 大城 光 関東 秀明英光高 ⑥ 6 真田 涼子 関西 園田学園高 ⑥

7 一藤木 良平 関東 TTC ⑦ 7 岩井 綾音 関東 Ken's Nagatsuka TA ⑦

8 斉藤 裕史 九州 柳川高 ⑧ 8 山本 みどり 関西 園田学園高 ⑧

9 喜多 元明 関東 Fﾃﾆｽ WC 9 土屋 梨沙 北海道 札幌西高

10 丹野 翔太 北海道 札幌日本大学高 10 寺林 詩織 北海道 ｴﾙﾊﾞｯﾊTC

11 村上 幹 北海道 ｴﾙﾊﾞｯﾊTC 11 松田 真理保 東北 日大東北高

12 田中 達大 東北 鶴岡TC 12 佐藤 七海 東北 ｷｯﾂせんだい

13 立花 光 東北 ﾌｧｲﾝﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 13 菅村 恵里香 北信越 仁愛女子高

14 羽倉 克樹 北信越 松商学園高 14 竹内 ひかり 北信越 ICHIKOTC

15 田島 義大 北信越 地球環境高 15 粉川 聖月 北信越 新潟第一高

16 中村 祐樹 関東 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA 16 多田 奈央 関東 秀明英光高

17 竹内 遥丞 関東 ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC 17 藤岡 希 関東 TTC

18 権 大亮 関東 秀明英光高 18 入江 真子 関東 荏原SSC

19 小林 烈 関東 TTC 19 中山 未紅子 関東 TTC

20 古田 陸人 東海 名古屋高 20 山崎 香織 東海 名経大高蔵高

21 後藤 翔太郎 東海 三重GTC 21 髙田 千奈美 東海 浜松西高

22 服部 雄太 東海 四日市工業高 22 吉冨 愛子 東海 椙山女学園高

23 栗林 聡真 関西 清風高 23 野井 夕夏子 関西 駿台甲英高

24 池川 浩史 関西 相生学院高 24 田中 桃子 関西 園田学園高

25 小野 陽平 中国 関西高 25 岡本 佳奈 関西 大阪産業大学附属高

26 岡村 一成 中国 岡山操山高 26 寺島 奏 中国 岡山学芸館高

27 弓立 祐生 四国 新田高 27 加治 遥 中国 JFTC

28 切詰 魁 四国 ｱｯﾌﾟﾃﾞｲﾄ 28 尾崎 仁美 四国 小松島西高

29 西田 昇吾 九州 柳川高 29 藤岡 莉子 四国 徳島市立高

30 尾方 祐太 九州 柳川高 30 宮地 真知香 九州 折尾愛真TC

31 山口 颯也 九州 筑陽学園高 31 馬場 早莉 九州 池田中

32 矢野 雄祐 九州 海星高 32 定兼 由佳 九州 柳川高

補１ 小枝 明史 東海 名経大市邨高 補１ 日比 沙織 関東 荏原SSC

補２ 坂牧 一真 関東 ｴﾘｽTC 補２ 北川 真衣 関西 同志社女子高
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