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1R 2R 3R QF SF F

1 3604706 佐々木　智哉 茨城 松ヶ丘

2 3128398 金子　正人 東京 高輪台

3 3214440 稲木　友望 神奈川 旭

4 3128021 馬場　海斗 東京 五日市

5 3506430 鈴木　荘太郎 群馬 玉村

6 3127946 櫻井　成 東京 北ノ台

7 3313684 杉本　環 千葉 法典

8 3129391 谷本　湧 東京 篠崎第三

9 3214790 外池　智稀 神奈川 開成

10 3214905 上田　頼 神奈川 獅子ヶ谷

11 3420512 大出　司 埼玉 慈林

12 3128381 柳澤　春琉 東京 三鷹第一

13 3703599 中村　颯希 山梨 駿台甲府

14 3128705 松本　煌輝 東京 早稲田実業学校

15 3703716 米山　好紀 山梨 竜王北

16 3214651 曽根　大洋 神奈川 鵠南

17 3314111 前田　透空 千葉 おおたかの森

18 3420837 神田　隆成 埼玉 八石

19 3420373 松永　順平 埼玉 新倉

20 3803894 山本　力毅 栃木 北押原

21 3506530 板橋　尚幹 群馬 館林第一

22 3604895 横戸　仁 茨城 向台

23 3506758 米野　俊亮 群馬 矢中

24 3421110 大和　大河 東京 秋津

25 3127518 高橋　凛羽 神奈川 幸町

26 3214689 安藤　雄哉 神奈川 芦子

27 3314138 平井　詳大 千葉 明海

28 3313886 石橋　煌志 千葉 柏の葉

29 3420036 小田原　涼 埼玉 芦原

30 3127964 木村　一翔 東京 国分寺第二

31 3314220 武川　幸聖 千葉 井野

32 3313676 多田　永悟 千葉 白銀

33 3506760 泉　浩大 群馬 群馬大教育学部附属

34 3803962 松元　大和 栃木 細谷

35 3128269 図師田　珀 東京 向陽台

36 3420433 星野　漣太 埼玉 与野本町

37 3420649 畑　泰成 埼玉 氷川

38 3214729 服部　裕基 神奈川 御幸

39 3420966 内田　弘心 埼玉 鷹野

40 3703708 内藤　嵩登 山梨 山梨大附属

41 3127726 佐藤　璃空 神奈川 大谷戸

42 3604814 原　令恩 茨城 ひたち野うしく

43 3703783 岡　皇輝 山梨 春日居

44 3128589 小島　凛 東京 成城学園

45 3214944 小寺　佑季 神奈川 湘南台

46 3215313 小山　マキシ 神奈川 鷺沼

47 3604930 西塚　泰斗 茨城 寺原

48 3127976 神山　宏正 東京 第二延山

49 3214906 高橋　遼介 神奈川 神大寺

50 3421089 黒田　渓太 東京 仲町

51 3703659 伊藤　洋一郎 山梨 春日居

52 3314375 今井　政太 千葉 豊

53 3803826 近藤　凜空 栃木 今泉 シード順位

54 3214967 高橋　光 神奈川 富水 ① 佐々木　智哉

55 3506582 徳増　尚哉 群馬 安中 ② 宮川　侑士

56 3420457 柳沢　昊 埼玉 所沢 ③ 神山　宏正

57 3214947 大舘　一輝 神奈川 松延 ④ 前田　透空

58 3604759 野武　優希 茨城 藤代 ⑤ 曽根　大洋

59 3313904 中島　温大 千葉 こてはし台 ⑥ 泉　浩大

60 3703811 鷹野　奏士 山梨 貢川 ⑦ 高橋　遼介

61 3420726 宇野　純矢 群馬 旭 ⑧ 多田　永悟

62 3314346 岩井　一護 千葉 八ヶ崎 ⑨ 柳沢　昊

63 3420447 猪俣　有 埼玉 つばさ ⑩ 内藤　嵩登

64 3420308 宮川　侑士 埼玉 神田 ⑪ 外池　智稀

⑫ 高橋　凛羽

補　　　欠 ⑬ 谷本　湧

1 3215342 岡田　宗 神奈川 美しが丘西 ⑭ 佐藤　璃空

2 3215594 名雪　楽工 神奈川 松林 ⑮ 大舘　一輝

3 3128397 笹田　尚寛 東京 学習院 ⑯ 大和　大河


