
名 名 名

氏 名 決勝 氏 名 決勝 氏 名 決勝

北岡勇気 内 島拓也 三枝友香
木村恭輔 高木智那 小林芳乃
鈴木葵生 金子匠 稲葉久美子
後藤航 木村一祐 木村知子
長谷川岳 沖田夏也 服部純佳
安藤友弥 猪股勇樹 朝妻
川口萌花 永尾和志 山口瑞穂
保科岳 安部祐之介 長田京子
佐藤隼斗 畠山耀介 村上桜子
橋本颯馬 後藤悠祐 中村千鶴
滝口怜弥 吉田龍太郎 畠山紀子
渋谷尚吾 深川匠 九島
滝口 吉原大吾 鈴木綾乃
宮城貴 近藤廉 上中優希
橋爪捷人 平野弘人 中西

小山海渡 九島 永尾

大内菜緒 佐藤夏子

渋谷一馬 山口大地 名

門脇 氏 名 決勝

名 土屋修平 内 島拓也

氏 名 決勝 松田悠 松田悠

三枝友香 吉野航平 小寺雅也
村上桜子 平原凌大 山口大地
中村千鶴 榊原魁 深川匠
服部紘実 中村太一 山内剛

榊原爽 石川蒼太 吉原大吾

門脇 小川純平

上中優希 松田純

近藤七海 名 畠山大樹

藤井和音 氏 名 決勝 橋爪凱

近藤恵子 藤井和音 大貫栄二
服部純佳 嵯峨朋弥 秋山幸児
佐藤夏子 服部紘実 笠嶋一慶
並木朱梨 岡本勇太 藤井響
三輪郁佳 近藤優 高木理太
阪口貴美 水野堅太 九島凛

永尾 岩崎大河 菊地将仁

高木理太 最上祥多

名 鈴木健太郎 青木祐輔

氏 名 決勝 並木朱梨 石村響歩

平居貢 長迫吉拓 村上学
杉山和義 歌川創志 高木智那
保科和彦 吉井康平 鈴木健太郎
佐藤貢三 九島勇気 安田祐太郎
浅井洋 池田大暉 村上竜一郎

堀越禎一 鳥屋部礼雄 河内仙陽

水野翔太 木村光好

年 月 結果



名 名 名

氏 名 決勝 氏 名 決勝 氏 名 決勝

元田隆徳 藤井響 小林昭博
織田聖 大野鷹也 水野洋
並木匠 畠山大樹 深谷豊
市山襄 吉田進之介 最上裕行
草間亮介 三輪郁佳 吉原直樹
鹿児島和宏 秋山幸児 清水誠一
吉井康平 石村響歩 田中岳人
高木智那 左木孝徳 松田陽
沖田夏也 広瀬路暁 永澤勇人
市山研 小寺雅也 有村俊彦
古幡陵介 九島賛汰 森本禎介
永尾和志 小峯久治 柴田英明
高木理太 山下智之 松田敦司
三瓶貴公 田中正二 白倉寛司

松下巽 中村陽介 笹谷悦明

杉禎康 畠山裕行

綿引大成 長岡豊

近藤廉 名 関根裕司

氏 名 決勝 籏町禎

名 猪俣健一 金子淳吾

氏 名 決勝 元田隆徳 斉藤利文

村上宰 酒井勝夫 小豆沢太朗
長谷川琉生 市川徹 木村若飛
若生海斗 黒田勉 市川徹
間野我夢 田村隆章 米澤寛人
池田大輝 近藤学 和田富夫
山口翼 北岡英基 武井渡
鹿児島馨人 橋本健一 和爾利政
堀越友樹 松田陽 酒井勝夫
吉井茜 増山一光 金子円
和田利厳 最上裕行 伊藤淳
若生陸 羽渕琢磨 本間隆宏
中井飛馬 斉藤茂 大川宏和

丹野夏波 岩橋剛 中嶋晃士

佐宗恭 伊藤来
富山慈丹 田中生

永尾俊祐 丹野勉

川村伸也

名 本間隆宏

氏 名 決勝 安藤公人

小川純平 金田孝則
鈴木凌我 岩崎修
笹谷奈帆香 大橋薫
保科樹平 徳永信資
北岡大志 米澤寛人
高橋昴大 下山田博幸
米澤柊 石川貢

石川佑 白倉寛司

平野圭人
松田純
和田海秀
畠山紗英
平原駿
榊原爽
浅井大河

菊池悠太



名 名 名

氏 名 決勝 氏 名 決勝 氏 名 決勝

須崎巧悠 安曇好司 小高大輔
茅野隼士 藤原信彦 山田敏郎
九島凛 滝川年徳 嘉数孝
池田将大 宮城力 村上悟
有村虎大 鹿児島和宏 古幡雄介
杉山豪 佐田明弘 伊藤康喜
陳野峻平 笹谷悦明 横田健英
酒出飛翔 畠山裕行 半田智宏
水野航介 三輪和弘 広瀬路暁
池田将大 綿引大成 九島勇気
丹野陸 佐伯拓也 市山襄

橋爪凱 南信 渡辺宏二

川口匡亮 古幡大介

田場塁 名 猪又基充

大内悠摩 氏 名 決勝 坂田和隆

織田聖 内 島雄吾 佐伯拓也
高山輝 井手法久 岩崎篤士
池田颯士郎 宮崎大地 九島賛汰
門脇慧 並木匠 小峯久治
吉原咲恵 草間亮介 田村隆章

川本大智 古幡大介 井本

三枝謙一 湯田徹

名 平島徳明 岩橋剛

氏 名 決勝 高山祐次郎

橋本蓮 市山襄 名

平野早人 遠田聡 氏 名 決勝

鳥屋部大河 権田悠人 内 島雄吾
近藤輝一 山田敏郎 高山祐次郎
後藤優太郎 山添洋介 市山研
最上祥多 三瓶貴公 青木卓也
猪股慶 生方朗 渡辺勇大
村上学 古幡陵介 武井怜緒奈

鈴木高天 松下航 得津柱

長谷川湧斗 朝日昌彦

川口咲介 名 黒川優樹

平居徹 氏 名 決勝 杉禎康

村上竜一郎 戸川祐一 柏木憲一

上野正汰 澁谷堅 三輪和弘

菊池哲太朗 相澤惇
黒田淳 可瀬諒
市山研 宮崎大地
山崎洋平 宮本祐太郎
藤原海渡 林正樹
菊池雄 福富哲也
高山一成 永田隼也

松下巽 沖田勝秀

渡辺濃

栗瀬裕太


