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FISNO 氏名漢 氏名ｶﾅ 県連盟 FIS_SL SAJ_SL 所属 所属名ｶﾅ 出場資格

1 130054 ＣＨＵ．Ｈｓｕａｎ－Ｙｕａｎチュ・スアン＝ユワンＴＰＥ 海外クォーター
2 6300621 森田 伊織 ﾓﾘﾀ ｲｵﾘ 学連 92.5 93.16 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 開催県プロテクト
3 6300573 村田 顕吾 ﾑﾗﾀ ｹﾝｺﾞ 学連 114.37 73.27 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ開催県プロテクト
4 6301451 石田 悠真 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 富山 128.28 99.99 富山第一高校 ﾄﾔﾏﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ開催県プロテクト
5 6300622 山口 福太 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｸﾀ 学連 131.78 69.16 専修大学 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ 開催県プロテクト
6 6301443 下畑 勇登 ｼﾓﾊﾀ ﾕｳﾄ 岐阜 141.56 99.98 飛騨高山高校 ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏｺｳｺｳ 開催県プロテクト
7 6301444 山村 駿太朗 ﾔﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ岐阜 174.65 130.43 飛騨高山高校 ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏｺｳｺｳ 開催県プロテクト
8 6300723 安藤 昻佑 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 学連 179.69 161.68 愛知工業大学 ｱｲﾁｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ開催県プロテクト
9 6301392 勝正 雄大 ｶﾂﾏｻ ﾕｳﾀﾞｲ 三重 205.61 151.5 鈴鹿高校 ｽｽﾞｶｺｳｺｳ 開催県プロテクト

10 6300183 冨 嶺央 ﾄﾐ ﾚｵ 学連 229.32 204.51 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 開催県プロテクト
11 6301416 藤原 純之介 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ愛知 242.96 138.38 豊田高等学校 ﾄﾖﾀｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ開催県プロテクト
12 6301664 洞口 誠吾 ﾎﾗｸﾞﾁ ｾｲｺﾞ 岐阜 264.56 203.89 飛騨神岡高校 ﾋﾀﾞｶﾐｵｶｺｳｺｳ 開催県プロテクト
13 6301186 林 風月 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 学連 335.4 183.23 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ開催県プロテクト
14 6301587 布川 凜旺 ﾇﾉｶﾜ ﾘｵ 福井 364.26 200.91 大野高校 ｵｵﾉｺｳｺｳ 開催県プロテクト
15 6301412 前川 純之介 ﾏｴｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ福井 793.35 465.71 大野高校 ｵｵﾉｺｳｺｳ 開催県プロテクト
16 6301588 牧野 紘明 ﾏｷﾉ ﾋﾛｱｷ 福井 138.45 大野高校（定） 0 開催県プロテクト
17 6301259 野口 幸太郎 ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 岐阜 141.49 高山西高校 ﾀｶﾔﾏﾆｼｺｳｺｳ 開催県プロテクト
18 6301442 若田 颯 ﾜｶﾀ ﾊﾔﾃ 岐阜 170.97 飛騨神岡高校 ﾋﾀﾞｶﾐｵｶｺｳｺｳ 開催県プロテクト
19 6301702 森下 喬祐 ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳｽｹ 福井 252.85 大野高校 ｵｵﾉｺｳｺｳ 開催県プロテクト
20 6301701 石川 裕哉 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾔ 福井 288.73 大野高校 ｵｵﾉｺｳｺｳ 開催県プロテクト
21 6301241 田形 匡史 ﾀｶﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ 富山 479.29 砺波工業高等学校ﾄﾅﾐｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ開催県プロテクト
22 6301483 川端 亜門 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾓﾝ 石川 鶴来高校 ﾂﾙｷﾞｺｳｺｳ 開催県プロテクト
23 6301770 北村 光樹 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾂｷ 石川 鶴来高校 ﾂﾙｷﾞｺｳｺｳ 開催県プロテクト
24 6300468 塩入 資 ｼｵｲﾘ ﾀｶｼ 長野 39.53 14.74 信州冷機 0 有資格者
25 6300695 相原 太郎 ｱｲﾊﾗ ﾀﾛｳ 学連 40.99 11.53 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
26 304535 中村 舜 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 茨城 41.12 16.45 カワサキフィールドSCｶﾜｻｷﾌｨｰﾙﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ有資格者
27 6301337 君島 王羅 ｷﾐｼﾏ ｵｰﾗ 栃木 49.44 23.61 足利大附属高校ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳｺｳ有資格者　国内強化
28 304139 新 賢範 ｼﾝ ﾏｻﾉﾘ 北海道 51.33 25.82 Brain ﾌﾞﾚｲﾝ 有資格者
29 304866 佐藤 慎太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 山形 51.39 29.48 置環 ｵｷｶﾝ 有資格者　国内強化
30 6300887 林 竜旭 ﾊﾔｼ ﾀﾂｱｷ 学連 53.54 24.91 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
31 6301279 鈴木 一生 ｽｽﾞｷ ｲｯｾｲ 神奈川 53.55 70.6 慶応義塾高校 ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸｺｳｺｳ有資格者　国内強化
32 6300845 平井 翔 ﾋﾗｲ ｶｹﾙ 学連 54.05 22.3 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ有資格者
33 304099 光井 恭平 ﾐﾂｲ ｷｮｳﾍｲ 岐阜 54.47 44.76 岐阜日野自動車SCｷﾞﾌﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬｽｷｰｸﾗﾌﾞ有資格者
34 6301085 小山 敬之 ｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 学連 54.62 27.66 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者　国内強化
35 6301499 片山 龍馬 ｶﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾏ 北海道 54.73 27.35 北照高校 ﾎｸｼｮｳｺｳｺｳ 有資格者　国内強化
36 6300877 今野 主税 ｺﾝﾉ ﾁｶﾗ 学連 57.18 28.12 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
37 6300779 寺島 瑛介 ﾃﾗｼﾏ ｴｲｽｹ 学連 57.97 29.52 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
38 6300407 加藤 一 ｶﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 神奈川 59.08 59.39 荏原ｽｷｰ部 ｴﾊﾞﾗｽｷｰﾌﾞ 有資格者
39 6300858 俵山 哲多 ﾀﾜﾗﾔﾏ ﾃｯﾀ 学連 61.5 33.97 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
40 6301307 松本 充史 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ 北海道 62.12 36.25 小樽双葉高校 0 有資格者
41 6301095 森囿 竜輝 ﾓﾘｿﾞﾉ ﾘｭｳｷ 学連 65.41 36.62 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
42 6300461 岡野 大我 ｵｶﾉ ﾀｲｶﾞ 学連 65.95 36.89 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
43 6300893 小栁 一葉 ｺﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾊ 学連 67.51 37.22 東洋大学 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
44 6300624 森田 智也 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾔ 学連 68.07 34.76 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
45 6301284 切久保 仁朗 ｷﾘｸﾎﾞ ｼﾞﾝﾛｳ 学連 68.42 40.2 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
46 6300692 小林 大翔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 学連 68.66 39.6 慶応義塾大学 ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ有資格者
47 6300835 益戸 優磨 ﾏｽﾄﾞ ﾕｳﾏ 学連 69.62 40.8 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
48 6301504 戸谷 椋 ﾄﾔ ﾘｮｳ 北海道 70.96 45.45 小樽双葉高校 0 有資格者
49 6300570 髙橋 詠 ﾀｶﾊｼ ｳﾀ 学連 72.06 42.31 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ有資格者
50 6301341 中村 拓幹 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 群馬 72.61 43.43 沼田高校 ﾇﾏﾀｺｳｺｳ 有資格者
51 6300842 南木 岳司 ﾅﾝｷ ﾀｹｼ 学連 73.43 43.71 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
52 6301320 尾池 諄海 ｵｲｹ ﾄﾓﾐ 学連 73.72 46.07 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
53 6301061 畔上 大地 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 学連 73.82 46.86 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
54 6300866 島村 龍彌 ｼﾏﾑﾗ ﾀﾂﾔ 学連 75.27 47.91 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ有資格者
55 6300411 宮崎 尚太朗 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ学連 76.52 48.79 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
56 6301503 遠藤 三四郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾝｼﾛｳ 北海道 76.85 49.75 小樽双葉高校 0 有資格者
57 6300700 髙山 慎太郎 ﾀｶﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 学連 76.86 50.78 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
58 6300685 横川 悟 ﾖｺｶﾜ ｻﾄﾙ 学連 77.3 51.68 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ有資格者
59 6301501 宮島 太陽 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 北海道 80.19 54.58 北照高校 ﾎｸｼｮｳｺｳｺｳ 有資格者　国内強化
60 6300849 山口 豪太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾞｳﾀ 学連 80.35 55.13 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ有資格者
61 6301278 河野 太郎 ｺｳﾉ ﾀﾛｳ 神奈川 81.29 54.19 慶応義塾高校 ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸｺｳｺｳ有資格者
62 6301291 桑原 太陽 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｲﾖｳ 長野 82 51.42 上田西高校 ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳｺｳ 有資格者
63 6300742 金子 竣哉 ｶﾈｺ ｼｭﾝﾔ 学連 83.12 45.69 東洋大学 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
64 6300546 高橋 拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 学連 85.64 63.94 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者



65 6301343 橋詰 岳 ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾞｸ 群馬 87.31 61.8 嬬恋高校 ﾂﾏｺﾞｲｺｳｺｳ 有資格者
66 6301603 原澤 虎太郎 ﾊﾗｻﾜ ｺﾀﾛｳ 熊本 88.18 115.19 勇志国際高等学校 0 有資格者　国内強化
67 6300882 千葉 直弥 ﾁﾊﾞ ﾅｵﾔ 学連 90.25 62.89 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
68 6301650 中島 崇秀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ 栃木 91.53 64.43 足利大付属高校 0 有資格者
69 6300917 宮﨑 裕 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳ 学連 92.04 62.1 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
70 6301268 石塚 航史郎 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｼﾛｳ 福井 93.18 56.91 福井工業大附属福井高ﾌｸｲｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾌｸｲｺｳ有資格者
71 6301330 杉山 喜規 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｷ 学連 96.55 68.53 関西大学 ｶﾝｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
72 6301290 今井 勢弥 ｲﾏｲ ｾｲﾔ 長野 96.93 53.18 上田西高校 ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳｺｳ 有資格者
73 6301305 小栗 浩輝 ｵｸﾞﾘ ﾋﾛｷ 北海道 97.64 69.63 北照高校 ﾎｸｼｮｳｺｳｺｳ 有資格者
74 6301308 宮澤 虎ノ介 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ 北海道 99.09 67.16 小樽双葉高校 0 有資格者
75 6301247 大野 翼 ｵｵﾉ ﾀｽｸ 石川 100.24 61.04 鶴来高校 ﾂﾙｷﾞｺｳｺｳ 有資格者
76 6300550 髙橋 晟治 ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ 学連 101.31 72.83 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
77 6301498 梅澤 宗利士 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 北海道 105.83 78.58 北照高校 ﾎｸｼｮｳｺｳｺｳ 有資格者
78 6301487 青木 大翔 ｱｵｷ ﾔﾏﾄ 長野 107.42 80.65 中野西高校 ﾅｶﾉﾆｼｺｳｺｳ 有資格者
79 6301497 服部 慎也 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ 北海道 108.52 80.2 北照高校 ﾎｸｼｮｳｺｳｺｳ 有資格者
80 6301256 谷口 皓生 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｷ 岐阜 110.43 80.56 飛騨神岡高校 ﾋﾀﾞｶﾐｵｶｺｳｺｳ 有資格者
81 6300874 加藤 太一 ｶﾄｳ ﾀｲﾁ 学連 110.56 81.1 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
82 6301030 長崎 歩 ﾅｶﾞｻｷ ｱﾕﾑ 学連 114.59 84.3 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
83 6300663 村越 公平 ﾑﾗｺｼ ｺｳﾍｲ 学連 118.98 102.11 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ有資格者
84 6300433 吉田 龍次 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 学連 124.6 102.8 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
85 6301492 船本 新大 ﾌﾅﾓﾄ ｱﾗﾀ 長野 127.68 107.64 長野俊英高校 0 有資格者
86 6301488 金沢 優大 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 長野 135.24 104.94 小海高校 ｺｳﾐｺｳｺｳ 有資格者
87 6301740 鈴木 幸悦 ｽｽﾞｷ ｺｳｴﾂ 北海道 137.43 110.33 小樽双葉高校 0 有資格者
88 6301270 村田 勇人 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 福井 143.02 108.57 福井工業大附属福井高ﾌｸｲｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾌｸｲｺｳ有資格者
89 6301295 髙橋 良伸 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 長野 144.52 90.32 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ 有資格者
90 6301306 福田 幸太郎 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 北海道 152.18 104.85 北照高校 ﾎｸｼｮｳｺｳｺｳ 有資格者
91 6301476 井口 尚也 ｲｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 新潟 155.09 78.98 六日町高校 ﾑｲｶﾏﾁｺｳｺｳ 有資格者
92 6301611 金田 羅生 ｶﾈﾀﾞ ﾗｲ 長野 156.05 128.95 上田東高校 ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳｺｳ有資格者
93 6300837 黒木 健斗 ｸﾛｷ ｹﾝﾄ 学連 158.97 109.07 京都産業大学 ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ有資格者
94 6301036 新谷 翔也 ｱﾗﾀﾆ ｼｮｳﾔ 学連 161.21 134.82 東洋大学 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ 有資格者
95 6301269 林 航平 ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 福井 162.8 137.29 福井工業大附属福井高ﾌｸｲｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾌｸｲｺｳ有資格者
96 6301741 浅川 岳斗 ｱｻｶﾜ ﾔﾏﾄ 北海道 163.72 113.25 小樽双葉高校 0 有資格者　国内強化
97 6301292 新村 龍司 ﾆｲﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 長野 168.88 119.77 上田東高校 ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳｺｳ有資格者
98 6301742 関戸 誠 ｾｷﾄﾞ ﾏｺﾄ 北海道 178.5 132.54 小樽双葉高校 0 有資格者
99 6301445 大貫 零旺 ｵｵﾇｷ ﾚｵ 栃木 182.52 162.48 足利大附属高校ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳｺｳ有資格者

100 6301240 石井 要 ｲｼｲ ｶﾅﾒ 富山 233 63.72 砺波工業高等学校ﾄﾅﾐｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ有資格者
101 6301619 村井 堅 ﾑﾗｲ ｹﾝ 岐阜 236.44 120.88 飛騨神岡高校 ﾋﾀﾞｶﾐｵｶｺｳｺｳ 有資格者
102 6301605 平井 颯馬 ﾋﾗｲ ｿｳﾏ 長野 240.81 140.63 長野俊英高校 0 有資格者
103 6301632 鈴口 諒真 ｽｽﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 岐阜 265.12 135.43 飛騨高山高校 ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏｺｳｺｳ 有資格者
104 6301495 康野 瑛嗣 ﾔｽﾉ ｴｲｼﾞ 東京 343.36 159.3 暁星高校 ｷﾞｮｳｾｲｺｳｺｳ 有資格者
105 6301490 笹岡 蒼空 ｻｻｵｶ ｿﾗ 長野 353.1 190.02 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ 有資格者
106 6301598 深澤 嵩晴 ﾌｶｻﾜ ｺｳｾｲ 栃木 395.89 136.97 足利大附属高校ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳｺｳ有資格者
107 6301489 畔上 優希 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾕｳｷ 長野 167.16 中野立志館高校ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳｺｳ有資格者
108 6301620 村井 翔 ﾑﾗｲ ｼｮｳ 岐阜 138.82 飛騨神岡高校 ﾋﾀﾞｶﾐｵｶｺｳｺｳ 有資格者
109 6301571 岸田 和珠 ｷｼﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ 滋賀 143.3 比叡山高校 ﾋｴｲｻﾞﾝｺｳｺｳ 有資格者
110 6301494 成澤 和真 ﾅﾙｻﾜ ｶｽﾞﾏ 長野 139.3 113.79 長野俊英高校 0 他ブロック推薦
111 6301500 西原 太陽 ﾆｼﾊﾗ ﾀｲﾖｳ 北海道 146.41 120.6 北照高校 ﾎｸｼｮｳｺｳｺｳ 他ブロック推薦
112 6301493 畔上 翔大郎 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ長野 154.62 127.99 長野俊英高校 0 他ブロック推薦
113 6300386 栗山 一輝 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞｷ 東京 183.45 122.54 野辺山SC ﾉﾍﾞﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌ他゙ブロック推薦
114 6301678 川上 勇貴 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｷ 群馬 186.07 158.97 共愛学園高等学校 0 他ブロック推薦
115 6301644 堀井 康矢 ﾎﾘｲ ｺｳﾔ 北海道 203 175.9 北照高校 ﾎｸｼｮｳｺｳｺｳ 他ブロック推薦
116 6301502 原田 侑駿 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾏ 北海道 203.53 178.02 北照高校 ﾎｸｼｮｳｺｳｺｳ 他ブロック推薦
117 6301645 笹森 虎 ｻｻﾓﾘ ﾀｲｶﾞ 北海道 205.45 185.41 北照高校 ﾎｸｼｮｳｺｳｺｳ 他ブロック推薦
118 6301338 吉本 和眞 ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 栃木 230.18 184.62 足利大附属高校ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳｺｳ他ブロック推薦
119 6301297 村上 嘉應 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾀｶ 長野 240.02 155.37 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ 他ブロック推薦
120 6301345 一ノ本 龍之介 ｲﾁﾉﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ京都 272.4 178.83 福知山成美高校ﾌｸﾁﾔﾏｾｲﾋﾞｺｳｺｳ他ブロック推薦
121 6301398 堀井 響 ﾎﾘｲ ﾋﾋﾞｷ 鳥取 285.84 186.6 鳥取城北高等学校 0 他ブロック推薦
122 6300948 市川 岳海 ｲﾁｶﾜ ﾀｹﾐ 東京 301.16 122.45 石井ｽﾎﾟｰﾂSC 0 他ブロック推薦
123 6301334 大橋 幸平 ｵｵﾊｼ ｺｳﾍｲ 兵庫 320.18 210.24 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑﾋﾒｼﾞﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ他ブロック推薦
124 6301525 黒須 悠太郎 ｸﾛｽ ﾕｳﾀﾛｳ 茨城 119.42 岩瀬日本大学高校 0 他ブロック推薦
125 6301449 滝田 海晴 ﾀｷﾀ ｶｲｾｲ 神奈川 126.29 光陵高等学校 0 他ブロック推薦
126 6301478 長尾 優輝 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 新潟 131.65 八海高校 ﾊｯｶｲｺｳｺｳ 他ブロック推薦
127 6301531 芦澤 海李 ｱｼｻﾞﾜ ｶｲﾘ 鳥取 135.58 鳥取城北高等学校 0 他ブロック推薦
128 6301654 武村 勇飛 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾄ 長野 168.19 中野立志館高校ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳｺｳ他ブロック推薦
129 6301750 後藤 昂志 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼ 滋賀 171.12 比叡山高校 ﾋｴｲｻﾞﾝｺｳｺｳ 他ブロック推薦
130 6301491 宮島 碧生 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵｲ 長野 171.59 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ 他ブロック推薦



131 6301618 宮﨑 侑人 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷﾄ 長野 176.58 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ 他ブロック推薦
132 6301479 福原 歩 ﾌｸﾊﾗ ｱﾕﾐ 新潟 182.02 八海高校 ﾊｯｶｲｺｳｺｳ 他ブロック推薦
133 6301641 安田 琢待 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 長野 184.62 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ 他ブロック推薦
134 6301602 半戸 宝良 ﾊﾝﾄﾞ ﾀｶﾗ 新潟 194.82 六日町高校 ﾑｲｶﾏﾁｺｳｺｳ 他ブロック推薦
135 6301647 高橋 侑也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 新潟 213.47 八海高校 ﾊｯｶｲｺｳｺｳ 他ブロック推薦
136 6301737 脇谷 柊司 ﾜｷﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ 東京 224.92 日本体育大学荏原高校ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸｴﾊﾞﾗｺｳｺｳ他ブロック推薦
137 6301521 宮本 大誠 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 大阪 270.92 住吉高等学校 ｽﾐﾖｼｺｳｺｳ 他ブロック推薦
138 6301612 小池 陸翔 ｺｲｹ ﾘｸﾄ 長野 283.94 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ 他ブロック推薦
139 6301648 奈良場 優大 ﾅﾗﾊﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 新潟 307.32 八海高校 ﾊｯｶｲｺｳｺｳ 他ブロック推薦
140 6301756 塚田 悠生 ﾂｶﾀﾞ ﾕｳｷ 東京 346.39 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ他ブロック推薦
141 6301733 長谷川 結哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 長野 380.47 中野立志館高校ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳｺｳ他ブロック推薦
142 6300740 堀口 直暉 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅｵｷ 学連 105.53 76.47 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 学連推薦
143 6300759 田邉 謙介 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｽｹ 学連 118.06 89 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 学連推薦
144 6301067 関原 威吹 ｾｷﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 学連 126.55 104.95 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 学連推薦
145 6300820 今井 宗史 ｲﾏｲ ｼｭｳｼﾞ 学連 130.78 107.95 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 学連推薦
146 6300442 佐々木 天海 ｻｻｷ ｱﾏﾐ 学連 137.32 114.7 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 学連推薦
147 6301092 牧野 凱 ﾏｷﾉ ﾄｷ 学連 137.38 109.37 専修大学 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ 学連推薦
148 6301159 新名 亮太 ｼﾝﾒｲ ﾘｮｳﾀ 学連 137.65 89.39 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
149 6300843 福山 泰誠 ﾌｸﾔﾏ ﾀｲｾｲ 学連 138.12 105.49 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
150 6301063 北林 凌 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 学連 146.54 85.97 國學院大学 ｺｸｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
151 6300825 天川 直紀 ﾃﾝｶﾜ ﾅｵｷ 学連 150.75 251.18 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 学連推薦
152 6300902 赤澤 侑剛 ｱｶｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞｳ 学連 154.15 165.2 大東文化大学 ﾀﾞｲﾄｳﾌﾞﾝｶﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
153 6300873 永田 春樹 ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ 学連 154.62 101.91 京都産業大学 ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
154 6300911 齋藤 将紀 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ 学連 154.87 125.81 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
155 6301146 石井 壱国 ｲｼｲ ｲｯｺｸ 学連 163.53 127.04 京都産業大学 ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
156 6301072 船本 叶 ﾌﾅﾓﾄ ｶﾅｳ 学連 167.79 142.17 國學院大学 ｺｸｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
157 6301046 西村 大 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲ 学連 168.11 137.67 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ 学連推薦
158 6300916 干川 大智 ﾎｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 学連 168.58 102.34 大東文化大学 ﾀﾞｲﾄｳﾌﾞﾝｶﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
159 6301339 新名 将也 ｼﾝﾒｲ ﾏｻﾔ 学連 208.86 128.29 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
160 6301062 杠 翔希 ﾕｽﾞﾘ ｼｮｳｷ 学連 217.94 141.41 國學院大學 0 学連推薦
161 6301230 伊藤 拓美 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 学連 309.41 196.85 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
162 6301179 芦澤 祐希 ｱｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ 学連 318.81 164.37 大阪産業大学 ｵｵｻｶｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
163 6301043 阿部 渓矢 ｱﾍﾞ ｹｲﾔ 学連 375.23 310.27 専修大学 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ 学連推薦
164 6301141 川野 浩太郎 ｶﾜﾉ ｺｳﾀﾛｳ 学連 417.99 269.24 学習院大学 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
165 6301369 海部 圭伸 ｶｲﾌ ﾖｼﾉﾌﾞ 学連 418.77 229.96 学習院大学 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
166 6301235 中野 舜介 ﾅｶﾉ ｼｭﾝｽｹ 学連 445.01 290.47 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
167 6301624 西村 一希 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 学連 321.39 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲｶﾞｸ 学連推薦
168 6301426 河田 有生 ｶﾜﾀ ﾕｳ 学連 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦
169 6301238 今田 太一 ｲﾏﾀﾞ ﾀｲﾁ 学連 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ学連推薦


