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No. 氏名 No. 氏名 No. 氏名 No. 氏名 No. 氏名

1 富田 俊樹 1 Jay Wilson 26 勝谷 武史 1 崎山 翔 1 久保 まな

2 能塚 智寛 2 浅井 亮太 27 阿部 晴基 2 近藤 祐介 2 川井 麻央

3 渡辺 祐介 3 柳瀬 大河 28 大塚 貴斗 3 高橋 輝 3 小野 彩葉

4 大城 魁之輔 4 中島 漱也 29 大木 汰一 4 榊 流星 4 本田 七海

5 小方 誠 5 横澤 拓夢 30 斉藤 嵩 5 佐々木 麗希 5 楠本 菜月

6 大倉 由揮 6 鳥谷部 晃太 31 上岡 聖志朗 6 鎌倉 大樹 6 畑尾 樹璃

7 大塚 豪太 7 鈴村 英喜 32 室井 政伸 7 古井 奎伍 7 川上 真花

8 内田 篤基 8 西條 悠人 8 佐野 壮太 8 瀬尾 柚姫

9 星野 優位 9 鴨田 翔 9 鈴村 絆 9 箕浦 未夢

10 小島 庸平 10 小川 孝平 10 桑垣 竜斗 10 山﨑 琴乃

11 星野 裕 11 阿久根 芳仁 11 大西 力靖 11 松木 紗子

12 道脇 右京 12 渡辺 陵 12 飯塚 翼 12 穂苅 愛香

13 安原 志 13 福村 鎌 13 井上 虎汰朗 13 井川 実乃里

14 下田 丈 14 佐々木 麗 14 石平 凌大 14 赤松 樹愛

15 池本 凌汰 15 Brodie Connolly No. 氏名 15 石井 勇輝 15 木村 綾希

16 町田 旺郷 16 神田橋 瞭 01 西岡 蒼志 16 飯沼 怜王 16 ペレーラ 瞳美

17 小野 千成 17 田中 淳也 02 有山 大輝 17 當真 弦樹 17 濵村 いぶき

18 平山 力 18 池田 凌 03 平塚 豪 18 内藤 龍星 18 阿部 華帆

19 池谷 優太 19 小笠原 大貴 04 千葉 蓮希 19 中井 皓大 19 雨宮 舞美

20 西 元気 20 佐野 雄太 05 西村 明倫 20 岩渕 隼士 20 上林 音亜

21 鈴木 龍星 21 米田 海斗 06 齋藤 銀汰 21 原國 翼

22 宗本 駿真 22 真野 凌輔 07 佐藤 力 22 村上 大和

23 小林 大治朗 23 Kitsada Chumroonjarit 08 阿部 仁 23 殿迫 徹也

24 道脇 白龍 24 近藤 雄紀 09 鈴木 颯

25 小林 康志郎 25 土屋 元希 010 松木 悠
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