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1 女F 吉見　友希 高松工芸高校 四国 小川　葵 岐阜工業高校 東海

2 男P 成上　聖斗 菊華高校 東海 松下　大純 新田高校 四国

3 男P 鈴木　貴斗 弘前工業高校 東北 清水　逸平 伊勢崎工業高校 群馬

4 男LF 松土　龍冴 沼南高校 関東 登本　尊大 高松工芸高校 四国

5 男LF 岩渕　大輔 青森北高校 東北 疋田　空邦 近江高校 近畿

6 男LF 青山　泰樹 新潟第一高校 北信越 又吉　日向 未来高校 沖縄 九州

7 男LF 岡　聖 関西高校 中国 岡部　慎太郎 前橋育英 群馬

8 男LF 佐藤　磯親 芦屋学園高校 近畿 佐野　遥渉 飛龍高校 東海

9 男LF 入田　琴司 開新高校 九州 髙橋　亘 札幌工業高校 北海道

10 男F 田中　優吏 旭川工業高校 北海道 松本　海聖 芦屋学園高校 近畿

11 男F 藤田　時輝 武相高校 関東 大杉　兼心 四日市工業高校 定時制 東海

12 男F 原田　周大 豊国学園高校 九州 古川　広登 前橋育英 群馬

13 男F 保坂　瑞紀 崇徳高校 中国 花田　颯 秀明英光高校 関東

14 男F 立木　勇聖 武生工業高校 北信越 榊　太一 青森山田高校 東北

15 男F 川野　蓮斗 日章学園高校 九州 横山　葵海 浪速 近畿

16 男B 茂木　優耀 習志野高校 関東 重藤　大虎 豊国学園高校 九州

17 男B 髙　優一郎 石川県立工業高校 北信越 松本　敬人 松山工業高校 四国

18 男B 江﨑　由 熊本農業高校 九州 中廣　海世 崇徳高校 中国

19 男B 荻野　鉄平 千歳北陽高校 北海道 佐藤　優樹 弘前東高校 東北

20 男L 上野　凜大 九州学院高校 九州 上原　健士郎 高松工芸高校 四国

21 男L 北崎　博基 高崎工業高校 群馬 山村　剣晋 芦屋学園高校 近畿

22 男L 円谷　凌 水戸桜ノ牧高校 関東 小屋　廉 山形南高校 東北

23 男L 祝　聖哉 豊国学園高校 九州 渡部　龍昇 秀明英光高校 関東

24 男L 寺澤　葵之 名古屋工学院 東海 今永　隼人 王寺工業高校 近畿

25 男L 川上　海音 旭川龍谷高校 北海道 歌代　風依 新潟向陽高校 北信越

26 男L 渡辺　優月 関西高校 中国 染谷　將敬 駿台学園高校 日連推薦

27 男LW 高橋　麗斗 沼南高校 日連推薦 工藤　結羅 八戸工業大学第一高校 東北

28 男LW 森脇　海人 駿台学園高校 関東 砂田　華杜 関西高校 中国

29 男LW 梁　章太 大阪朝鮮高級学校 近畿 内村　源斗 鹿屋工業高校 九州

30 男LW 乃生　夏輝 伊勢崎工業高校 群馬 今村　仁 岐阜工業高校 定時制 東海

31 男LW 由良　謙神 芦屋学園高校 日連推薦 脇田　夢叶 日章学園高校 九州

32 男LW 高木　柊翔 武生工業高校 北信越 中村　想人 慶應義塾高校 関東

33 男LW 川上　侑馬 札幌工業高校 北海道 大橋　空 西宮香風高校 近畿

34 男LW 丸石　一誠 高知中央 四国 田中　空 武相高校 日連推薦

35 男W 和賀　聖龍 水沢工業高校 東北 横尾　宇宙 高田農業高校 北信越

36 男W 中村　健成 享栄高校 東海 四宮　幸太 京都府立鴨沂高校 近畿

37 男M 森光　駿 広陵高校 中国 黒部　竜聖 札幌工業高校 北海道

38 男M 齋藤　夢胤 作新学院高校 関東 天井澤　一志 開志学園高校 北信越
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