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愛知 愛知学院大学 東京 共栄学園高校

愛知 愛知学院大学 東京 共栄学園高校

廣田 一航 愛知大学 比留間 友思 神奈川 産業能率大学

渡邉 晃成 愛知 国士舘大学 オト 恵美里 神奈川 産業能率大学

阪下 賢太郎 神奈川 湘南ベルマーレユニバ 橋本 庸子 東京 日本体育大学

北原 佑亮 東京 湘南ベルマーレユニバ 川崎 菜々子 東京 日本体育大学

舟木 亮太 茨城 勝田工業高校 小松 かんな 茨城 茨城県立日立第二高等学校

齊藤 真輝 茨城 勝田工業高校 大友 紫苑 茨城 茨城県立日立第二高等学校

石川 瀬那 神奈川 公文国際学園高等部 酒井 栞 奈良 帝塚山大学

山田 龍之介 神奈川 公文国際学園高等部 松本 穏 愛知 -

植木  優大 駿台学園 渡邉 ひらり 一関修紅高等学校

星野  歩 駿台学園 木戸 琴美 一関修紅高等学校

平田 航暉 神奈川 公文国際学園高等部 小倉 愛菜 静岡 袋井商業高校

西村 稜太郎 神奈川 公文国際学園高等部 花島 野乃 静岡 袋井商業高校

山崎 峻介 神奈川 公文国際学園高等部 黒 香乃 三重県立津商業高校

濱口 蒼太 神奈川 湘南ベルマーレユース 福山 遥菜 三重県立津商業高校

時任 宗一朗 中央学院大学 中田 澪

美保　颯汰 千葉 流通経済大学 越谷 海月

川村 知也 三重県立津工業高等学校 板橋 莉子 茨城 県立牛久高等学校

森 愛翔 三重県立津工業高等学校 高丸 美夏 茨城 茨城県立日立第二高等学校

手嶋　亮太 埼玉県立大宮東高等学校 松村 仁奈 神奈川 湘南ベルマーレユース

久木元　秀紀 埼玉県立大宮東高等学校 鈴木　風香 神奈川 湘南ベルマーレユース

河西 貫太 甲府工業高校 榊原 りん 山梨県立韮崎高等学校

五味 依武規 白根高校 平川 慶奈 山梨県立韮崎高等学校

藤田 征 勝田工業高校 小池 梨紗 帝京第三高等学校

櫻井 琉希 勝田工業高校 近藤 美結 山梨県立韮崎高等学校

大島　蒼也 宇都宮工業高等学校 坂元 亜衣 静岡県立沼津西高等学校

増山　啓太 宇都宮工業高等学校 渡辺 渚 静岡県立沼津西高等学校
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大谷 洸介 川端 向日葵 神奈川 産業能率大学

太田 開嵐 湘南ベルマーレユース 永鳥 サディア 神奈川 産業能率大学

小林 朋幸 新潟 株式会社アートデザイン 田中　凜 柏市立柏高等学校

金子 達哉 D-FORUM 関根　優穂 柏市立柏高等学校

落合　崇裕 中央学院高等学校 北野 美苗 -

金子　恭也 中央学院高等学校 杉山 弥優 -

平澤 瞬也 静岡県立科学技術高等学校 鈴木 風輝 神奈川 湘南ベルマーレユース

市川 歩 静岡県立科学技術高等学校 深瀬 明日望 神奈川 湘南ベルマーレユース

菅原　辰斗 駿台学園 篠原　千佳 東京 駒澤大学高校

佐藤　健志郎 駿台学園 橋本　麻彩 東京 駒澤大学高校

高橋 竜平 静岡県立科学技術高等学校 生井 優菜 茂木高校

河邉 颯斗 静岡県立浜松城北工業高等学校 直井 麻佑 真岡北陵高校

中村 賢太 神奈川 公文国際学園高等部

橋本 葉風南 神奈川 公文国際学園高等部

望月 駿 甲府工業高校

矢澤 泰地 白根高校
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