
男子S松木 天人  2(旭 剣  1

大野 魁聖  '(明 成)2

西塚 成都 1(旭 東)3

長屋 快  2(旭 □  4

両角 拓真  1(旭 工)5

小林 拓人  1(旭 闘  6

tb口 慶 1(高 専)7

花田 患鷹  1(明 成)8

山口男■ 2(旭 晨)9

丼戸協 晃輝 2(旭 実)10

板短 空  1(旭 工)H

川口着空  1(旭 実)12

戸田 隆正  1 (旭 A1 13

森 澪翔  1(旭 勢  14

倉本 賣央  2 (旭 東)15

Eil tf,! 1 (,816) 16
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宮田 渉  2 (旭西)18

児颯 空  1(高 専)19

藤原 蓮  1(旭 工)20

星野 央翔 2(高 専)21

凛 輝  2(旭 西)22

渡辺 悠■  1(旭 寿  23

大ス保 奏汰 2(旭 工)24

管原 巧登 2(旭 晨)25

齋藤 吏玖  1(明 成)26

小林 汰朗 1(旭 東)27

口渕 直  2(旭 卿  28

中屋 亮  1(高 専)29

上板鉄平  1(明 成)30

山下響希 1{旭工)31

劉 ‖lじ  2(旭 東)32

大森 優汰  1(旭 西)33

佐々 本大誠 1(旭商)34

橋向 闘生  2{旭 工)35

佐々 木智也 2(La実)36

興田 大成  1 (旭 東)37

桝谷 祐人 2 範 腱)38

安念 李央  1(旭 寿  39

石本 優也 2(旭 西)40

大西 史也  1(高 専)41

上口 達也  2 (旭 工)42

周様蓮  2(旭 男  43

谷口 亜希良 2 (明 成)44

富鵬 柊生 1 (旭商)45

□澤 渓恭 2(旭 東)46

岡 慶冴  2(旭 農)47

鬼頭 拓夢  1(旭 実)48

長扇 涼太  1(旭 大)49

前田 大和  1(旭 工)50

長坪 冬弥 1(旭 商)51

中川 和載  1 佃 西)52

坂田 拓翔 2 (明成)33

54 長屋 俊亮  2 〔旭賞

55 沼田 陸ヽ  1 (高 専 )

56 紺野 利空■ 2 (旭晨)

57 稲垣 怜六  2{旭 西)

58  茂田 18  2 (旭工)

59 =上 修平  1(旭 東 )

60 奥田 由羽 2 (明成)

61 13本 龍音 1(明 粛

62 菊池 爆■  2(旭 剣

63 本村 麗  2(旭 工 )

64 和ス 愛翔  1(旭 実 )

65 田島 睦基  2(旭 更)

66 細川 朝聖  2 (旭商)

67 兼光 皓生  2(旭 工 )

68 山本 航生  1(高 専)

69 西館 伸豪  1(明 成)

70 端場 龍之介 1 (旭西)

71 9井 瑛人  1(旭 商)

72 松本 海人  2 (旭 実 )

73 松村 侑真  1 (高」

74 d」本 夢峡神 2(旭 D

75 塩谷 駿  1(旭 ヨ

76 長屋 茉紘  1(旭 □

77 中村 拓弥 1(旭 対

78 澤田 翔太  2 (旭 工)

79 森 啓貴  1(旭 東)

80 山口 優輝  2 (旭 晨 )

81 近藤 瑞騎 2(明 成)

82 小田 雄斗  1(旭 東)

83 岡 侑欧 人  1 例墜ヨ

84 尾崎 琳  1{高 専)

85 遠IB悠太 2 (旭 工)

86 荒川 海人 1(旭 商)

87 小野 将弥  1(美 高愛)

88 類家 晴陽  1(明 蘭

89 松原 涼介  2(旭 西 )

90 曽我部 光  1 (旭 Il

91 篭場 職佑  1(旭 東 )

92 酒丼 時宗  1(旭 封

93 本村 唯人  1 仰

"場
94 大村 反- 2 悧鵬鑢

95 門間 風弥  1(旭 西)

96 伊藤 翔空  2 (旭 工)

97 川原 響  2(高 専)

98 大橋 優太  2 (旭 剌

99 坂田大翔 2{明劇

100 中川 卓麿 2(旭 工)

101 横tU匠汰  2(旭 D

102五+嵐 掟人 1 (旭商 )

103 岩田終± 1(高 専)

104 牛島 薔  2 (旭菊

105 矢萩 慎平  2(旭 刻
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