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Place Name Member # Born Club(s) Country
1 太田, 拓輝 愛工大名電高
2 馬場, 俊輔 大垣南高
3 井神, 俊兵 和歌山北高
4 田中, 風舞 龍谷大平安
5 ロレンツォーニ, ダビデ Golubitsky Fencing Center
6 太田, 航輔 和歌山東高
7 猪狩, つばさ 仙台城南高
8 水野, 怜央名 慶応義塾高
9 福田, 亮介 はしまモア
10 長谷山, 泰紀 慶応義塾高校
11 小坂井, 翼 大垣南高
12 大野, 潤平 乙訓高
13 柏原, 翔太 岩国工業高
14 大竹, 凛 岐阜各務野高
15 大竹, 諒 岐阜各務野高
16 安藤, 壮司 愛工大名電高
17 澁谷, 和典 清風高
18 堀部, 聖太 岩国工業高
19 ﾋﾞｭｰﾜｰﾆｯｸ, ﾀﾞｸﾞﾗｽ ＳＥＩＳＡ
20 菊元, 雪 和北Ｊｒ.
21 田内, 凌大 大垣南高
22 宮川, 恒 龍谷大平安
23 瓜生, 陽 関西学院大学
24 森川, 仁 和歌山東高
25 石村, 隆之介 岩国工業高
26 弓長, 昇主 愛工大名電中
27 永澤, 宏紀 慶應義塾大学
28 前田, 航希 岐阜各務野高
29 森, 大翔 向陽高
30 大矢, 凌太郎 愛工大名電高
31 伊藤, 真吾 愛工大名電高
32 水野, 僚哉 龍谷大平安
33 飯村, 一輝 龍谷大平安
34 鎌田, 雄成 和歌山北高
35 小谷, 宏輝 鹿児島ＪｒＦＣ
36 古川, 蓮 鹿児島南高
37 大山, 恭右 鹿児島ＪｒＦＣ
38 吉田, 樹生 龍谷大平安
39 大平, 陽平 城ノ内高
40 樋渡, 怜大 鹿児島南高
41 大野, 瑞輝 大垣南高
42 吉田, 充希 清風高
43 吉田, 晃大 和歌山北高
44 金森, 冬馬 和歌山東高
45 後藤, 悠希 岐阜各務野高
46T 谷尾, 愁斗 鹿児島南高
46T 福光, 勇太 近畿大学
48 竹村, 連 慶應義塾大学
49 黒川, 康貴 近畿大学
50 多賀, 優心 大垣南高
51 平山, 利樹 大分豊府高
52 津田, 定慶 國學院大學
53 溝口, 晴也 大垣南高
54 吉弘, 航平 鹿児島南高
55T 西村, 啓佑 乙訓高
55T 津田, 憲尚 大垣南高
57 坪本, 能幸 清風高
58 西村, 拓 龍谷大平安
59T 浦川, 佳之 京都産業大学
59T 横山, 勇太 岐阜各務野高
61 山口, 朋郎 情報科学高
62 石橋, 廉大 はしまモア
63 田所, 龍弥 岩国工業高
64 伊東, 英汰 愛工大名電高
65 大釜, 辰也 関西学院大学
66 柴田, 啓介 向陽中
67T 伊藤, 謙伸 大垣南高
67T 辻中, 悠真 清風高



Place Name Member # Born Club(s) Country
69 伊東, 新一郎 龍谷大平安
70 川﨑, 琢矢 大垣南高
71 松井, 義将 龍谷大平安
72 髙橋, 氷介 揖斐高
73 井上, 航 京都産業大学
74 服部, 翔斗 大垣南高
75 宮坂, 遼 大垣南高
76 西脇, 裕馬 上宮高
77 中谷, 亮彦 京都きっず
78 白井, 遼也 石山高
79 松原, 久弥 和歌山東高
80 後藤, 悠太 大分豊府高
81 堀, 智貴 愛工大名電中
82 展, 吉源 和歌山北高
83 松下, 凌真 愛知商業高
84T 今井, 海斗 京都産業大学
84T 和田, 遥輝 岐阜各務野高
86 鈴木, 大陸 大垣南高
87T 内山, 太智 京都産業大学
87T 梅村, 晃平 大垣南高
89 松原, 直哉 石山高
90 藤田, 一誠 石山高
91T 木下, 南琉 岩国工業高
91T 片野, 新之輔 大垣南高
93 梅木, 滉太 松江工業高
94 小野, 凌雅 大垣南高
95 安藤, 翼 岐阜各務野高
96T 鳥山, 太志 岐阜各務野高
96T 谷, 紘輔 箕島高校
98 山口, 滝悟 龍谷大平安
99 花岡, 龍 向陽高
100 森田, 希 石山高
101 小泉, 寛真 和歌山北高
102T 木村, 颯 石山高
102T 多賀, 亮弥 大垣南高
104T 山本, 裕暉 箕島高校
104T 川村, 知之 松江工業高
106 町田, 獅月 鹿児島ＪｒＦＣ
107T 笹本, 裕也 武生商業高
107T 芦谷, 亮太朗 石山高
109T 安井, 康太郎 龍谷大平安
109T 宇野, 真央 龍谷大平安
111 野島, 里玖 鹿児島南高
112 長谷川, 巧海 石山高
113 松尾, 拓己 松江工業高
114T 森田, 浩彰 和北Ｊｒ.
114T 岡村, 空馬 鳥羽高
116 磯野, 光希 岐阜各務野高
117T 丹羽, 健人 龍谷大平安
117T 西野, 駿之介 上宮高
119 安立, 雄飛 大垣南高
120 石井, 稜大 愛工大名電高
121T 戸谷, 一貴 大垣南高
121T 神前, 宏太郎 向陽高
121T 三居, 誠士 城ノ内高
124 荒川, 瑛志 石山高
125 伊藤, 大智 大垣南高
126 荒川, 彰仁 大垣南高
127T 谷川, 貴彰 上宮高
127T 平田, 晟生 石山高
127T 河合, 晴人 揖斐高
130T 佐藤, 嵩馬 大垣南高
130T 黒, 翔太 大垣南高
132T 平田, 歩己 清風高
132T 井上, 颯大 大垣南高
132T 岡本, 涼佑 石山高
132T 安藤, 凛太朗 愛知商業高
136 湯川, 和弘 和歌山東高
137 植木, 鐘平 鳥羽高
138T 里中, 優夢 鳥羽高
138T 高尾, 世仁 和北Ｊｒ.


