
CDTME
H30全国カデエペフェンシング選手権大会
2018年10月6日 - 13:30
FE_FIE_0007

Referee(s):

奥原健斗, オクハラ ケント (141) 伊那北高

松本龍, マツモト リュウ (125) 王子総合高

中本尚志, ナカモト ナオシ (182) YAMAGUCHI

伊藤遼貴, イトウ ハルキ (168) 津FC

勝部拳, カツベ ケン (176) 清風学園

Referee(s):

篠原功, シノハラ コウ (123) スターFA

漆坂周, ウルシザカ アマネ (104) 緑岡高校

大谷謙介, オオヤ ケンスケ (178) 岩国工業

花村俊哉, ハナムラ トシヤ (157) 羽島北

于大慶, ウ ダイケイ (172) 立命館中

Referee(s):

生川嵩起, ナルカワ コウキ (165) エスコラピオス

田中健斗, タナカ ケント (117) 与野高校

林孝輔, ハヤシ コウスケ (149) 箕輪中

木内博哉, キウチ ヒロヤ (183) 高松北高

浅野天翔, アサノ カケル (154) 可児FC

Referee(s):

篠原光輝, シノハラ ミツキ (148) 箕輪中

齊藤幸海, サイトウ コウナ (112) 沼田FC

水野功喜, ミズノ コウキ (169) 津FC

安達優和, アンタツ ユウワ (131) 湘南藤沢

伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (105) 栃木商業



Referee(s):

三浦優斗, ミウラ ユウト (143) 箕輪進修

坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (126) 三田FC

後藤悠希, ゴトウ ハルキ (155) 岐阜各務野

平井雄大, ヒライ ユウダイ (134) 法政二高

木場悠斗, キバ ユウト (164) エスコラピオス

Referee(s):

新井大翔, アライ ヒロト (106) 高崎商大

中村健人, ナカムラ ケント (144) 箕輪進修

髙橋未楽, タカハシ ミラク (121) 立教新座中

永田翔, ナガタ ショウ (153) 可児FC

奈須野拓人, ナスノ タクト (139) 富山パレス

Referee(s):

伊藤綾一, イトウ リョウイチ (142) 伊那北高

和田イカデ俊, ワダイカデ ジュン (152) 大垣養老

小林塁, コバヤシ ルイ (113) 沼田FC

田中悠太, タナカ ユウタ (177) 岩国工業

古橋諒樹, フルハシ リョウキ (159) 愛工大名電

Referee(s):

保科幸作, ホシナ コウサク (147) わくわく

束田光, ツカダ ヒカル (129) 慶應義塾高

村田一公, ムラタ イッコウ (102) 米沢FS少

青木武蔵, アオキ ムサシ (109) 沼田高校

西村拓, ニシムラ タク (173) 龍谷平安高



Referee(s):

角坂大陸, カクサカ リク (119) 立教新座高

渡邉万晟, ワタナベ タカアキラ (137) 聖籠JRFC

下村祐翔, シモムラ マサト (180) YAMAGUCHI

阿部航大, アベ コウダイ (132) 法政二高

安田結直, ヤスダ ユウナ (156) 岐阜各務野

Referee(s):

佐藤立基, サトウ リュウキ (111) 沼田高校

小島宗佑, コジマ ソウスケ (158) はしまモア

小林駿之介, コバヤシ シュンノスケ (107) 高崎商大

唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (118) プラチナ

篠田真吾, シノダ シンゴ (138) 高岡古城

Referee(s):

安井琥珀, ヤスイ コハク (135) 法政二中

酒井哉瑠, サカイ カナル (114) 埼玉栄高

中村駿太, ナカムラ シュンタ (151) 箕輪中

熊谷拓也, クマガイ タクヤ (110) 沼田高校

清水淳弥, シミズ ジュンヤ (120) 立教新座高

Referee(s):

泉怜邑, イズミ レオ (184) 松山市JRFC

山口倫生, ヤマグチ トモキ (162) 愛工大名電

小城颯人, コジョウ ハヤト (127) 三田FC

谷端条哉, タニバタ ジョウヤ (175) 清風学園

光井隆人, ミツイ タカト (108) 高崎商大



Referee(s):

杉岡瑞基, スギオカ ミズキ (145) 長野JRFC

堀北稜介, ホリキタ リョウスケ (122) 立教新座中

宮坂祐希, ミヤサカ ユウキ (130) 慶應義塾高

山代屋和史, ヤマシロヤ カズシ (179) 岩国工業

佐藤仁哉, サトウ キミヤ (166) エスコラピオス

Referee(s):

鍋川原颯太, ナベカワハラ ソウタ (185) 鹿児島高

金尾周平, カナオ シュウヘイ (171) 立命館高

登内雄心, トノウチ ユウジ (146) 長野JRFC

小林東暉, コバヤシ ハルキ (167) エスコラピオス

上出日向, カミデ ヒュウガ (133) 法政二高

Referee(s):

中野雄斗, ナカノ ユウト (174) 清風学園

杉元達弥, スギモト タツヤ (128) KIRIJRFT

大槻理久斗, オオツキ リクト (150) 箕輪中

稲山風月, イナヤマ カヅキ (163) 東郷FC

石川聖人, イシカワ ヒロト (103) 緑岡高校

Referee(s):

田中光己, タナカ ミツキ (181) YAMAGUCHI

大矢颯斗, オオヤ ハヤト (161) 愛工大名電

久保田大貴, クボタ ヒロキ (116) 与野高校

西村陽希, ニシムラ ハルキ (140) 富山パレス

峯田大空, ミネタ ダイア (101) 米沢FS少



Referee(s):

高野留聖, タカノ リュウセイ (136) 聖籠JRFC

今井嵩友, イマイ タケト (160) 愛工大名電

薄葉零, ウスバ レイ (115) 埼玉栄中

中原開世, ナカハラ カイセイ (124) 東京ガーデン

中田憲佑, ナカタ ケンスケ (170) 津東高校



CDTME
H30全国カデエペフェンシング選手権大会
2018年10月6日 - 13:30
FE_FIE_0008

Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
1 松本龍, マツモト リュウ (125) 王子総合高 4 1.00 20 4 +16 Advanced
2 坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (126) 三田FC 4 1.00 20 5 +15 Advanced
3 金尾周平, カナオ シュウヘイ (171) 立命館高 4 1.00 19 5 +14 Advanced
4T 髙橋未楽, タカハシ ミラク (121) 立教新座中 4 1.00 20 8 +12 Advanced
4T 木内博哉, キウチ ヒロヤ (183) 高松北高 4 1.00 20 8 +12 Advanced
6T 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (105) 栃木商業 4 1.00 20 9 +11 Advanced
6T 酒井哉瑠, サカイ カナル (114) 埼玉栄高 4 1.00 20 9 +11 Advanced
8T 角坂大陸, カクサカ リク (119) 立教新座高 4 1.00 20 10 +10 Advanced
8T 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (178) 岩国工業 4 1.00 20 10 +10 Advanced
10T 小城颯人, コジョウ ハヤト (127) 三田FC 3 0.75 19 10 +9 Advanced
10T 安達優和, アンタツ ユウワ (131) 湘南藤沢 3 0.75 19 10 +9 Advanced
12 浅野天翔, アサノ カケル (154) 可児FC 3 0.75 18 9 +9 Advanced
13 上出日向, カミデ ヒュウガ (133) 法政二高 3 0.75 17 8 +9 Advanced
14 阿部航大, アベ コウダイ (132) 法政二高 3 0.75 18 10 +8 Advanced
15 中原開世, ナカハラ カイセイ (124) 東京ガーデン 3 0.75 17 9 +8 Advanced
16 村田一公, ムラタ イッコウ (102) 米沢FS少 3 0.75 16 8 +8 Advanced
17 古橋諒樹, フルハシ リョウキ (159) 愛工大名電 3 0.75 19 12 +7 Advanced
18T 青木武蔵, アオキ ムサシ (109) 沼田高校 3 0.75 17 10 +7 Advanced
18T 篠原功, シノハラ コウ (123) スターFA 3 0.75 17 10 +7 Advanced
20 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (118) プラチナ 3 0.75 18 12 +6 Advanced
21T 峯田大空, ミネタ ダイア (101) 米沢FS少 3 0.75 18 13 +5 Advanced
21T 山代屋和史, ヤマシロヤ カズシ (179) 岩国工業 3 0.75 18 13 +5 Advanced
23 木場悠斗, キバ ユウト (164) エスコラピオス 3 0.75 17 12 +5 Advanced
24T 泉怜邑, イズミ レオ (184) 松山市JRFC 3 0.75 17 14 +3 Advanced
24T 大矢颯斗, オオヤ ハヤト (161) 愛工大名電 3 0.75 17 14 +3 Advanced
26T 中村健人, ナカムラ ケント (144) 箕輪進修 3 0.75 17 15 +2 Advanced
26T 田中光己, タナカ ミツキ (181) YAMAGUCHI 3 0.75 17 15 +2 Advanced
26T 佐藤仁哉, サトウ キミヤ (166) エスコラピオス 3 0.75 17 15 +2 Advanced
29 杉元達弥, スギモト タツヤ (128) KIRIJRFT 3 0.75 17 17 0 Advanced
30 奈須野拓人, ナスノ タクト (139) 富山パレス 2 0.50 18 11 +7 Advanced
31 高野留聖, タカノ リュウセイ (136) 聖籠JRFC 2 0.50 17 12 +5 Advanced
32 田中健斗, タナカ ケント (117) 与野高校 2 0.50 16 11 +5 Advanced
33T 中野雄斗, ナカノ ユウト (174) 清風学園 2 0.50 17 15 +2 Advanced
33T 和田イカデ俊, ワダイカデ ジュン (152) 大垣養老 2 0.50 17 15 +2 Advanced
35 清水淳弥, シミズ ジュンヤ (120) 立教新座高 2 0.50 16 14 +2 Advanced
36 篠田真吾, シノダ シンゴ (138) 高岡古城 2 0.50 14 12 +2 Advanced
37T 于大慶, ウ ダイケイ (172) 立命館中 2 0.50 15 14 +1 Advanced
37T 稲山風月, イナヤマ カヅキ (163) 東郷FC 2 0.50 15 14 +1 Advanced
39 篠原光輝, シノハラ ミツキ (148) 箕輪中 2 0.50 12 11 +1 Advanced
40 光井隆人, ミツイ タカト (108) 高崎商大 2 0.50 17 17 0 Advanced
41T 小島宗佑, コジマ ソウスケ (158) はしまモア 2 0.50 13 13 0 Advanced
41T 登内雄心, トノウチ ユウジ (146) 長野JRFC 2 0.50 13 13 0 Advanced
41T 西村拓, ニシムラ タク (173) 龍谷平安高 2 0.50 13 13 0 Advanced
44T 田中悠太, タナカ ユウタ (177) 岩国工業 2 0.50 15 16 -1 Advanced
44T 小林駿之介, コバヤシ シュンノスケ (107) 高崎商大 2 0.50 15 16 -1 Advanced
44T 堀北稜介, ホリキタ リョウスケ (122) 立教新座中 2 0.50 15 16 -1 Advanced
47 下村祐翔, シモムラ マサト (180) YAMAGUCHI 2 0.50 12 13 -1 Advanced
48 今井嵩友, イマイ タケト (160) 愛工大名電 2 0.50 13 15 -2 Advanced
49 保科幸作, ホシナ コウサク (147) わくわく 2 0.50 12 14 -2 Advanced
50 奥原健斗, オクハラ ケント (141) 伊那北高 2 0.50 14 17 -3 Advanced
51 石川聖人, イシカワ ヒロト (103) 緑岡高校 2 0.50 13 16 -3 Advanced
52 中田憲佑, ナカタ ケンスケ (170) 津東高校 2 0.50 12 15 -3 Advanced
53 伊藤遼貴, イトウ ハルキ (168) 津FC 2 0.50 14 18 -4 Advanced
54 熊谷拓也, クマガイ タクヤ (110) 沼田高校 2 0.50 11 15 -4 Advanced
55 小林塁, コバヤシ ルイ (113) 沼田FC 2 0.50 11 16 -5 Advanced
56 大槻理久斗, オオツキ リクト (150) 箕輪中 1 0.25 16 16 0 Advanced
57 杉岡瑞基, スギオカ ミズキ (145) 長野JRFC 1 0.25 15 17 -2 Advanced
58 後藤悠希, ゴトウ ハルキ (155) 岐阜各務野 1 0.25 14 16 -2 Advanced
59T 中村駿太, ナカムラ シュンタ (151) 箕輪中 1 0.25 13 15 -2 Advanced
59T 山口倫生, ヤマグチ トモキ (162) 愛工大名電 1 0.25 13 15 -2 Advanced
61 久保田大貴, クボタ ヒロキ (116) 与野高校 1 0.25 16 19 -3 Advanced
62 中本尚志, ナカモト ナオシ (182) YAMAGUCHI 1 0.25 14 17 -3 Advanced
63 伊藤綾一, イトウ リョウイチ (142) 伊那北高 1 0.25 13 16 -3 Advanced
64 齊藤幸海, サイトウ コウナ (112) 沼田FC 1 0.25 10 13 -3 Advanced
65 宮坂祐希, ミヤサカ ユウキ (130) 慶應義塾高 1 0.25 14 18 -4 Eliminated
66 安田結直, ヤスダ ユウナ (156) 岐阜各務野 1 0.25 12 16 -4 Eliminated
67 鍋川原颯太, ナベカワハラ ソウタ (185) 鹿児島高 1 0.25 11 16 -5 Eliminated
68 勝部拳, カツベ ケン (176) 清風学園 1 0.25 12 18 -6 Eliminated



Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
69 安井琥珀, ヤスイ コハク (135) 法政二中 1 0.25 12 19 -7 Eliminated
70 佐藤立基, サトウ リュウキ (111) 沼田高校 1 0.25 10 17 -7 Eliminated
71 薄葉零, ウスバ レイ (115) 埼玉栄中 1 0.25 11 19 -8 Eliminated
72T 永田翔, ナガタ ショウ (153) 可児FC 1 0.25 10 18 -8 Eliminated
72T 三浦優斗, ミウラ ユウト (143) 箕輪進修 1 0.25 10 18 -8 Eliminated
74 平井雄大, ヒライ ユウダイ (134) 法政二高 1 0.25 9 19 -10 Eliminated
75T 生川嵩起, ナルカワ コウキ (165) エスコラピオス 1 0.25 8 18 -10 Eliminated
75T 谷端条哉, タニバタ ジョウヤ (175) 清風学園 1 0.25 8 18 -10 Eliminated
77 花村俊哉, ハナムラ トシヤ (157) 羽島北 1 0.25 7 19 -12 Eliminated
78 漆坂周, ウルシザカ アマネ (104) 緑岡高校 0 0.00 14 20 -6 Eliminated
79 西村陽希, ニシムラ ハルキ (140) 富山パレス 0 0.00 12 19 -7 Eliminated
80T 新井大翔, アライ ヒロト (106) 高崎商大 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
80T 束田光, ツカダ ヒカル (129) 慶應義塾高 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
80T 渡邉万晟, ワタナベ タカアキラ (137) 聖籠JRFC 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
83 林孝輔, ハヤシ コウスケ (149) 箕輪中 0 0.00 4 20 -16 Eliminated
84T 水野功喜, ミズノ コウキ (169) 津FC 0 0.00 2 20 -18 Eliminated
84T 小林東暉, コバヤシ ハルキ (167) エスコラピオス 0 0.00 2 20 -18 Eliminated
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Semi-Finals

(1) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (178)
1

(4) 木内博哉, キウチ ヒロヤ (183)
2

Table of 8

(1) 松本龍, マツモト リュウ (125)
1

(8) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (178)
2

(5) 木内博哉, キウチ ヒロヤ (183)
3

(4) 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (118)
4

Table of 16

(1) 松本龍, マツモト リュウ (125)
1

(16) 村田一公, ムラタ イッコウ (102)
2

(9) 角坂大陸, カクサカ リク (119)
3

(8) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (178)
4

(5) 木内博哉, キウチ ヒロヤ (183)
5

(12) 山代屋和史, ヤマシロヤ カズシ (179)
6

(13) 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (118)
7

(4) 髙橋未楽, タカハシ ミラク (121)
8

Table of 32

(1) 松本龍, マツモト リュウ (125)
1

(32) 田中健斗, タナカ ケント (117)
2

(17) 古橋諒樹, フルハシ リョウキ (159)
3

(16) 村田一公, ムラタ イッコウ (102)
4

(9) 角坂大陸, カクサカ リク (119)
5

6

(25) 光井隆人, ミツイ タカト (108)
7

(8) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (178)
8

(5) 木内博哉, キウチ ヒロヤ (183)
9

10

(21) 山代屋和史, ヤマシロヤ カズシ (179)
11

(12) 浅野天翔, アサノ カケル (154)
12

(13) 上出日向, カミデ ヒュウガ (133)
13

(20) 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (118)
14

(29) 杉元達弥, スギモト タツヤ (128)
15

(4) 髙橋未楽, タカハシ ミラク (121)
16

Table of 64

(1) 松本龍, マツモト リュウ (125)
王子総合高

(64) 齊藤幸海, サイトウ コウナ (112)

沼田FC

(33) 中野雄斗, ナカノ ユウト (174)
清風学園

(32) 田中健斗, タナカ ケント (117)
与野高校

(17) 古橋諒樹, フルハシ リョウキ (159)

愛工大名電

(48) 今井嵩友, イマイ タケト (160)
愛工大名電

(49) 保科幸作, ホシナ コウサク (147)
わくわく

(16) 村田一公, ムラタ イッコウ (102)
米沢FS少

(9) 角坂大陸, カクサカ リク (119)
立教新座高

(56) 大槻理久斗, オオツキ リクト (150)

箕輪中

(41) 西村拓, ニシムラ タク (173)
龍谷平安高

松山市JRFC

(25) 大矢颯斗, オオヤ ハヤト (161)
愛工大名電

(40) 光井隆人, ミツイ タカト (108)
高崎商大

(57) 杉岡瑞基, スギオカ ミズキ (145)
長野JRFC

(8) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (178)
岩国工業

(5) 木内博哉, キウチ ヒロヤ (183)
高松北高

(60) 中村駿太, ナカムラ シュンタ (151)

箕輪中

立命館中

(28) 佐藤仁哉, サトウ キミヤ (166)
エスコラピオス

(21) 山代屋和史, ヤマシロヤ カズシ (179)

岩国工業

(44) 小林駿之介, コバヤシ シュンノスケ (107)

高崎商大

(53) 伊藤遼貴, イトウ ハルキ (168)
津FC

(12) 浅野天翔, アサノ カケル (154)
可児FC

(13) 上出日向, カミデ ヒュウガ (133)
法政二高

(52) 中田憲佑, ナカタ ケンスケ (170)

津東高校

(45) 田中悠太, タナカ ユウタ (177)
岩国工業

(20) 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (118)

プラチナ

(29) 杉元達弥, スギモト タツヤ (128)
KIRIJRFT

(36) 篠田真吾, シノダ シンゴ (138)
高岡古城

(61) 久保田大貴, クボタ ヒロキ (116)
与野高校

(4) 髙橋未楽, タカハシ ミラク (121)
立教新座中



CDTME
Semi-Finals

3

(2) 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (105)
4

Table of 8

5

(6) 小城颯人, コジョウ ハヤト (127)
6

(7) 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (105)
7

(2) 坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (126)
8

Table of 16

(3) 金尾周平, カナオ シュウヘイ (171)
9

(14) 篠原功, シノハラ コウ (123)
10

(11) 小城颯人, コジョウ ハヤト (127)
11

(6) 山口倫生, ヤマグチ トモキ (162)
12

(7) 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (105)
13

(10) 安達優和, アンタツ ユウワ (131)
14

(15) 中原開世, ナカハラ カイセイ (124)
15

(2) 坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (126)
16

Table of 32

(3) 金尾周平, カナオ シュウヘイ (171)
17

(30) 奈須野拓人, ナスノ タクト (139)
18

(19) 篠原功, シノハラ コウ (123)
19

(14) 阿部航大, アベ コウダイ (132)
20

(11) 小城颯人, コジョウ ハヤト (127)
21

(22) 峯田大空, ミネタ ダイア (101)
22

(27) 田中光己, タナカ ミツキ (181)
23

(6) 山口倫生, ヤマグチ トモキ (162)
24

(7) 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (105)
25

(26) 中村健人, ナカムラ ケント (144)
26

(23) 小島宗佑, コジマ ソウスケ (158)
27

(10) 安達優和, アンタツ ユウワ (131)
28

(15) 中原開世, ナカハラ カイセイ (124)
29

(18) 青木武蔵, アオキ ムサシ (109)
30

(31) 和田イカデ俊, ワダイカデ ジュン (152)
31

(2) 坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (126)
32

Table of 64

(3) 金尾周平, カナオ シュウヘイ (171)

立命館高

(62) 中本尚志, ナカモト ナオシ (182)

YAMAGUCHI

(35) 清水淳弥, シミズ ジュンヤ (120)

立教新座高

(30) 奈須野拓人, ナスノ タクト (139)

富山パレス

(19) 篠原功, シノハラ コウ (123)
スターFA

(46) 堀北稜介, ホリキタ リョウスケ (122)

立教新座中

(51) 石川聖人, イシカワ ヒロト (103)

緑岡高校

(14) 阿部航大, アベ コウダイ (132)
法政二高

(11) 小城颯人, コジョウ ハヤト (127)

三田FC

(54) 熊谷拓也, クマガイ タクヤ (110)

沼田高校

(43) 登内雄心, トノウチ ユウジ (146)
長野JRFC

(22) 峯田大空, ミネタ ダイア (101)
米沢FS少

(27) 田中光己, タナカ ミツキ (181)
YAMAGUCHI

(38) 稲山風月, イナヤマ カヅキ (163)

東郷FC

(59) 山口倫生, ヤマグチ トモキ (162)

愛工大名電

(6) 酒井哉瑠, サカイ カナル (114)
埼玉栄高

(7) 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (105)

栃木商業

(58) 後藤悠希, ゴトウ ハルキ (155)
岐阜各務野

(39) 篠原光輝, シノハラ ミツキ (148)

箕輪中

(26) 中村健人, ナカムラ ケント (144)

箕輪進修

(23) 木場悠斗, キバ ユウト (164)
エスコラピオス

(42) 小島宗佑, コジマ ソウスケ (158)

はしまモア

(55) 小林塁, コバヤシ ルイ (113)
沼田FC

(10) 安達優和, アンタツ ユウワ (131)

湘南藤沢

(15) 中原開世, ナカハラ カイセイ (124)

東京ガーデン

(50) 奥原健斗, オクハラ ケント (141)
伊那北高

(47) 下村祐翔, シモムラ マサト (180)

YAMAGUCHI

(18) 青木武蔵, アオキ ムサシ (109)
沼田高校

(31) 高野留聖, タカノ リュウセイ (136)

聖籠JRFC

(34) 和田イカデ俊, ワダイカデ ジュン (152)

大垣養老

(63) 伊藤綾一, イトウ リョウイチ (142)

伊那北高

(2) 坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (126)

三田FC



CDTME

(1) 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (105)
1

Finals

(1) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (178)
1

(2) 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (105)
2

Semi-Finals

(1) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (178)
1

(4) 木内博哉, キウチ ヒロヤ (183)
2

3

(2) 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (105)
4

Table of 8

(1) 松本龍, マツモト リュウ (125)
王子総合高

(8) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (178)
岩国工業

(5) 木内博哉, キウチ ヒロヤ (183)
高松北高

(4) 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (118)
プラチナ

スターFA

(6) 小城颯人, コジョウ ハヤト (127)
三田FC

(7) 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (105)

栃木商業

(2) 坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (126)

三田FC

(3) 木内博哉, キウチ ヒロヤ (183)
1

Fence-off for Third

(4) 木内博哉, キウチ ヒロヤ (183)
高松北高

スターFA
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Place Name Country Birthdate
1 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (105)
2 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (178)
3 木内博哉, キウチ ヒロヤ (183)
4 篠原功, シノハラ コウ (123)
5 松本龍, マツモト リュウ (125)
6 坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (126)
7 小城颯人, コジョウ ハヤト (127)
8 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (118)
9 金尾周平, カナオ シュウヘイ (171)
10 髙橋未楽, タカハシ ミラク (121)
11 角坂大陸, カクサカ リク (119)
12 安達優和, アンタツ ユウワ (131)
13 中原開世, ナカハラ カイセイ (124)
14 村田一公, ムラタ イッコウ (102)
15 山代屋和史, ヤマシロヤ カズシ (179)
16 山口倫生, ヤマグチ トモキ (162)
17 浅野天翔, アサノ カケル (154)
18 上出日向, カミデ ヒュウガ (133)
19 阿部航大, アベ コウダイ (132)
20 古橋諒樹, フルハシ リョウキ (159)
21 青木武蔵, アオキ ムサシ (109)
22 峯田大空, ミネタ ダイア (101)
23 泉怜邑, イズミ レオ (184)
24T 田中光己, タナカ ミツキ (181)
24T 中村健人, ナカムラ ケント (144)
26 杉元達弥, スギモト タツヤ (128)
27 奈須野拓人, ナスノ タクト (139)
28 田中健斗, タナカ ケント (117)
29 和田イカデ俊, ワダイカデ ジュン (152)
30 于大慶, ウ ダイケイ (172)
31 光井隆人, ミツイ タカト (108)
32 小島宗佑, コジマ ソウスケ (158)
33 酒井哉瑠, サカイ カナル (114)
34 木場悠斗, キバ ユウト (164)
35 大矢颯斗, オオヤ ハヤト (161)
36 佐藤仁哉, サトウ キミヤ (166)
37 高野留聖, タカノ リュウセイ (136)
38 中野雄斗, ナカノ ユウト (174)
39 清水淳弥, シミズ ジュンヤ (120)
40 篠田真吾, シノダ シンゴ (138)
41 稲山風月, イナヤマ カヅキ (163)
42 篠原光輝, シノハラ ミツキ (148)
43T 西村拓, ニシムラ タク (173)
43T 登内雄心, トノウチ ユウジ (146)
45T 堀北稜介, ホリキタ リョウスケ (122)
45T 小林駿之介, コバヤシ シュンノスケ (107)
45T 田中悠太, タナカ ユウタ (177)
48 下村祐翔, シモムラ マサト (180)
49 今井嵩友, イマイ タケト (160)
50 保科幸作, ホシナ コウサク (147)
51 奥原健斗, オクハラ ケント (141)
52 石川聖人, イシカワ ヒロト (103)
53 中田憲佑, ナカタ ケンスケ (170)
54 伊藤遼貴, イトウ ハルキ (168)
55 熊谷拓也, クマガイ タクヤ (110)
56 小林塁, コバヤシ ルイ (113)
57 大槻理久斗, オオツキ リクト (150)
58 杉岡瑞基, スギオカ ミズキ (145)
59 後藤悠希, ゴトウ ハルキ (155)
60 中村駿太, ナカムラ シュンタ (151)
61 久保田大貴, クボタ ヒロキ (116)
62 中本尚志, ナカモト ナオシ (182)
63 伊藤綾一, イトウ リョウイチ (142)
64 齊藤幸海, サイトウ コウナ (112)
65 宮坂祐希, ミヤサカ ユウキ (130)
66 安田結直, ヤスダ ユウナ (156)
67 鍋川原颯太, ナベカワハラ ソウタ (185)
68 勝部拳, カツベ ケン (176)



Place Name Country Birthdate
69 安井琥珀, ヤスイ コハク (135)
70 佐藤立基, サトウ リュウキ (111)
71 薄葉零, ウスバ レイ (115)
72T 永田翔, ナガタ ショウ (153)
72T 三浦優斗, ミウラ ユウト (143)
74 平井雄大, ヒライ ユウダイ (134)
75T 生川嵩起, ナルカワ コウキ (165)
75T 谷端条哉, タニバタ ジョウヤ (175)
77 花村俊哉, ハナムラ トシヤ (157)
78 漆坂周, ウルシザカ アマネ (104)
79 西村陽希, ニシムラ ハルキ (140)
80T 新井大翔, アライ ヒロト (106)
80T 束田光, ツカダ ヒカル (129)
80T 渡邉万晟, ワタナベ タカアキラ (137)
83 林孝輔, ハヤシ コウスケ (149)
84T 水野功喜, ミズノ コウキ (169)
84T 小林東暉, コバヤシ ハルキ (167)
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