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大会名 氏名 大会名 氏名 大会名 氏名 大会名 氏名
石川渓太 新井 翼 粟飯原 凌 板垣 遥
石田亮介 飯泉 涼 青木 龍我 伊藤 大海
伊藤颯乃佑 飯田翔 青倉 勇太 梅田泰輔
岩野 寛大 飯田拓弥 阿部哉太 大下穂高
小谷 征慶 池永翔一 池上 佳汰 木原 康佑
小松謙心 石井蓮太 池田 神将 桑田力樹
清水 智貴 石川友哉 池田 宗馬 清水創司
下天摩 輝 井上翔太 池田隼人 中島 蓮翔
正源悠翔 岩井 凜太郎 池津 紗京 藤井 悠人
高氏大斗 大村 翼人 伊崎逸斗 村上祐樹
新本真己 奥村光喜 石井洸成 山口 巧
藤川 侑志郎 小沢 歩 板坂悠生 家迫 貢大
水上 倭 小澤 柊真 稲又奨也 池田佳隆
村上 悠 菊池 慎二郎 今村真一朗 猪内遼平
物井那由他 北澤龍弥 宇津原陽 齋藤佳由
山岡愁人 木塚真彰 大路京 佐藤海州
若狭蘭丸 熊巳 大斗 大津秀平 西本良太
伊藤寿馬 光沢 涼 大畑 京士 濵田航太
江口輝 小林良徳 大村蒼太 村上 喬
工藤榛透 齋藤 航生 岡田康佑 渡部左京
佐々木元 齋藤 成 小川 結斗 伊藤悠成
佐藤優知 齋藤 祐太 片谷壮吾 岩本和真
立花傑 佐々木優太 川田 瑞基 小澤夏輝
ニノ戸亮徳 笹沼拓也 川平大喜 尾上 輝
沼田音羽 佐藤 偉 紀伊祐介 上村悠翔
柳沼 康生 佐藤瑛輝 北 昇馬 川尻大空
安田 航 篠田 玲 串阪達哉 酒井俊輔
小村琉偉 柴崎 涼 古東丈幸 逆瀬川 隼
五十嵐亮佑 鈴木久統 後藤聖斗 笹渕力
池田侑弥 仙石圭汰 小林 俊介 下田 一輝
伊藤空央 副島怜人 近藤 拓哉 新出 悠月
岩間太陽 田島宝人 近藤圭一郎 長野 蓮
植木海音 田中遼 坂本 壱竹 中村 勇伍
内山 照英 谷颯太 阪本夏輝 増田稜生
大久保 拓海 玉木 快征 酒本健太郎 松隈海輝
春日大地 時澤慶伍 里井剛樹 宮田 陸
金原暢紀 長島達也 末次武流 宮田 利久
小町谷恵輔 長洲楽 田川稜規 上原風斗
齋藤晶斗 中西 康太 谷繁光 大城 晃平
清水 陽 中野 龍一郎 谷野 力翔 大山 光輝
田島 仁成 成井 大曜 長尾優希 奥村龍太郎
鳥越 あきら 野口敦生 中辻貴惣 翁長 諒磨
中崎琳太朗 野口泰世 中 基 神里 誓大
原風斗 鉢呂 海斗 並河真一 新垣 勇斗
松村英俊 林靖衡 西添翔利 仲宗根 有輝
三澤 宥甫 久冨竜聖 橋本 真一 仲間 大倖
溝川誠人 平井健太郎 藤原 朋矢 成田 時英
村上凌 星川光太朗 藤本 陵馬 西平 尚希
銘形 剛希 堀川夢生 前田 祐希 宮城 武人
森下 桐衣 本多 真城 増成 拓也
石川 結賀 町田蓮 増成 智也
石橋 尚之 松尾滉哉 松本 直杜
市川剣都 松本大河 水越 嶺
今石健太 三谷 将就 村上 周平
今井田蓮 牟翔 森 基唯斗
岩田幸太郎 山形 健将 森井 開
大西 洋平 山崎 優太 森下 皓太
梶田 滉 山西健太 森下慶之
片山 響 山原周 森田篤郎
加藤 夕稀 山本友樹 安井飛鳥
酒向颯汰 横田勝斗 山中 啓太郎
豊田康成 吉田憂 吉金潤一郎
夏目 拓 若尾颯馬 脇坂留衣
名和航輝 若月大輝 林明
羽澄輝昌 青木一晟 （補欠） 猪田耕平 （補欠）
藤原温人 青木健登 （補欠） 棧亮馬 （補欠）
間宮 浩輝 生野大翔 （補欠） 近藤圭一郎 （補欠）
宮崎 経 臼井大貴 （補欠） 佐々木琉聖 （補欠）
森瑠大 小河原匠哉 （補欠） 竹川 亮太 （補欠）
森友和 金子直哉 （補欠） 竹本大輝 （補欠）
山口智哉 久保光羅 （補欠） 寺尾樹 （補欠）
渡辺昂雅 佐藤 虎 （補欠） 西方空良 （補欠）

佐藤充樹 （補欠） 西田 大剛 （補欠）
墨田 秀昭 （補欠） 福本直弥 （補欠）
千田優 （補欠） 山田魁 （補欠）
髙橋栄吉 （補欠）
鉄矢朝大 （補欠）
中込颯馬 （補欠）
広瀬継之助 （補欠）
本間 椋 （補欠）
松野 柊斗 （補欠）
山口慶人 （補欠）
渡部裕貴 （補欠）

※各大会のドロー発表は、大会開催10日前に行います。
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大会名 氏名 大会名 氏名
安保茉倫 青野七珠
伊東ひより 猪井 春奈
奥野杏香 大仲咲輝
小田島緒聖弥 大前里咲子
高島 菜月 小野葵
佐久間 向日葵 桂田真那海
佐野 柚葵 川上幸夏
日野花菜 菊池 碧妃
日野莉花 木本陽菜
柴田さやか 桑島萌
佐々木優奈 児山 心美
唐澤杏幸 末廣 碧
佐野楓夏 菅 春妃
髙橋海希 鱸有紀子
長山 真凜 住山千裕
沼野菜海 武田明里
森百花 武永佳純
赤浦彩絵 立木愛宮
阿部 咲良 辰己みなみ
五十嵐 萌々 外村 香織
池田涼子 中西 夢乃
市川結子 中西 莉央
江崎瑠璃 長沼利沙
蝦名 莉子 中野由惟
大間知 さら 中山 桜
岡本 璃南 楢崎華菜
岡本雛鞠 西尾萌々子
小川紗愛 布村日菜
奥脇 愛莉 野口愛美
金津春杏 野本 蒼乃
黒崎 早絢 橋詰 咲笑
小早川 栞南 波多野楓
小林果帆 パティス なな
堺千聖 原口夏姫
坂元 紗瑛 広瀬 名奈子
佐藤愛美 廣瀬 まり
里見心 藤原真優
重田 夢亜 堀井 楓多葉
島田 莉央 松垣 祐香
高橋 千羽 山口 美桜
高橋 凜 山口美柚
高橋礼奈 山本 綾菜
滝沢双葉 上村萌実
谷口桃仁香 渡辺優夢
津嶋 千早 多田 渚
中込笑愛 秋山奈菜美
中島 遼佳 内田 さくら
中山桜季 鎌倉 汐里
西本明日翔 小松明日香
野和田あさみ 山中優
萩原 真美 井上 愛梨
兵藤 弥友羽 大塚里咲
福原麻尋 小林 一愛
古田 歩 角南 瑠衣
布袋美春 中澤 紀保
三輪真巳 丸古 陽女
村嶋 紗香 横田 七帆
毛呂 彩音 塩田侑良
山野 凜 石田 楓
ラージ美帆 大崎みらの
渡邉 夏緒 清永美結
相原 琴芽 白木理子
佐藤 由依 臺百華
加藤陽菜 髙橋英
新井万由子 吉野 美桜
田村瑞姫 丑番 希恵
藤田美月 松本祐華
松田 玲実 山本 未来
伊藤 泉彩
大草 裕稀
大橋 明未
川松咲貴菜
北村結菜
芹澤 佑梨
中川桃
羽根彩夏
浜島 由衣
渡辺 明衣里
長嶺 那南
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