
千葉 松戸レガロ 和歌山 一つ山ホールディングス株式会社

神奈川 国際基督教大学/湘南太郎 兵庫 -

長山 峻 東京 国士舘大学 比留間 友思 神奈川 産業能率大学

立谷 純太郎 福島 - 石川 とわ 神奈川 日本体育大学

林 夢人 広島 グランビーズ広島 中澤 恵 東京 早稲田大学

林 聖瑠 広島 広島国際学院高校/GB広島 秋重 若菜 東京 早稲田大学

高崎 裕麻 愛知 MAGS 川端 向日葵 神奈川 産業能率大学

詫間 悠 愛知 MAGS / 碧南ホワイトサンズ 永鳥 サディア 神奈川 産業能率大学

今井 駿世 東京 国士舘大学 篠藤 愛音 愛媛 松山東雲女子大学

渡邉 颯 東京 国士舘大学 江原 あかり 愛媛 松山東雲女子大学

上田 翔貴 神奈川 駒澤大学/KBSC 鈴木 風香 神奈川 産業能率大学

高橋 太 東京 駒澤大学/KBSC 板橋 莉子 東京 日本体育大学

富田 昂馬 静岡 日本体育大学 磯辺 菜々花 東京 日本体育大学

濱口 蒼太 神奈川 日本体育大学 田中 凜 神奈川 産業能率大学

平野 峻 宮城 仙台大学 中島 瑠那 兵庫 武庫川女子大学

中野 大介 宮城 仙台大学 宮下 真帆 兵庫 武庫川女子大学

川﨑 健太朗 東京 日本大学 上本 晃子 愛媛 松山東雲女子大学

水島 健 東京 日本大学 石村 彩里 愛媛 松山東雲女子大学

時任  宗一朗 千葉 中央学院大学 関根 優穂 神奈川 産業能率大学

舟木 亮太 茨城 中央学院大学 鈴木 風輝 神奈川 産業能率大学

大西 統星 埼玉 中央学院大学 福田 鈴菜 東京 日本体育大学

後藤 匠 千葉 中央学院大学 橋本 庸子 東京 日本体育大学

伊藤 大貴 大阪 - 松村 仁奈 神奈川 湘南ベルマーレユース

近藤 大希 大阪 - 石垣 遙夏 神奈川 湘南ベルマーレユース

梶井 翼 富山 富山大学 檀 結琳 京都 福知山成美高等学校

金子 達哉 新潟 JBREEZE 久岡 千夏 京都 福知山成美高等学校

水野 新太朗 愛知 名古屋学芸大学 山本 桃華 静岡 浜松西高等学校

廣田 一航 愛知 - 赤堀 想記 静岡 浜松西高等学校
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藤田 丈太郎 静岡 静岡県立掛川工業高校

岡村 駿 静岡 静岡県立掛川工業高校

福井 良起 大阪 流通経済大学

美保 幸輝 千葉 千葉商科大学付属高等学校

谷田 桐雅 宮城 仙台大学

佐久間 温也 宮城 仙台大学

江口 育 宮城 仙台大学

池田 奏 宮城 仙台大学

菊池 伊織 静岡 浜松城北工業高校

青木 麻捺也 静岡 浜松城北工業高校

永谷 玲智 岐阜 岐山高校

竹中 涼 岐阜 岐山高校

尾林 汰一 静岡 浜松城北工業高校

松澤 圭佑 静岡 浜松城北工業高校

稲葉 朔弥 愛知 東海学園東海高等学校

杉本 晴也 愛知 東海学園東海高等学校
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