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191 宮下 尚也 富山

192 平岡 佑太 静岡

189 卜部 瑛和 石川

190 那須野 晴輝 新潟

187 唐木 大地 長野

188 柘植 大河 岐阜

185 元文 大夢 福井

186 今井 柊介 富山

183 清水 康生 愛知

184 米山 虎太朗 静岡

181 長谷川 治輝 新潟

182 藤原 壮汰 静岡

179 森　 遼太 静岡

180 荒木 亮磨 富山

177 保科 三史郎 石川

178 大里 渓 岐阜

175 中村 怜 福井

176 村田 正汰 三重

173 藤森 達哉 長野

174 荒井 秀介 静岡

171 増本 慎也 愛知

172 高橋 弘斗 新潟

169 野田 奏多 岐阜

170 廣野 洵 静岡

167 安川 興明 静岡

168 松川 智哉 福井

165 山中 大空 三重

166 浅野 陽介 岐阜

163 藤谷 虎太朗 石川

164 片所 岬 新潟

161 山田 航平 長野

162 阿保 龍斗 愛知

159 玉山 大晟 福井

160 泉田 亮 富山

157 大西 成 三重

158 佐藤 響希 静岡

155 田村 紀敏 新潟

156 髙栁 大輔 静岡

153 堀田 悠吾 富山

154 池内 加恩 三重

151 石山 稀陽 岐阜

152 荒井 海月 石川

149 木田 悠斗 福井

150 河辺 颯真 愛知

147 永井 松太郎 静岡

148 湯田 篤 新潟

145 宇治 大翔 長野

146 田端 青空 三重

宮内 星河 長野 96

竹澤 真希士 岐阜 94

小林 怜 静岡 95

小花 勇生 静岡 92

中村 友哉 福井 93

竹田 侑司 静岡 90

小西 泰世 新潟 91

澤口 飛鳥 長野 88

村上 雄哉 新潟 89

野木 智貴 静岡 86

京田 健晟 富山 87

福田 廉太 石川 84

迫間 椎南 三重 85

川口 勇 静岡 82

矢田 武蔵 新潟 83

吉田 翔哉 富山 80

斎藤 樹 長野 81

坂井 颯真 岐阜 78

上田 康誠 愛知 79

大畑 直紀 静岡 76

井上 祐希 福井 77

山田 篤之介 富山 74

森　 優樹 長野 75

石神 文太 岐阜 72

土井 大和 静岡 73

井之上 颯汰 静岡 70

前田 一徹 新潟 71

浜野 翠斗 三重 68

池上 智哉 長野 69

城川 真輝 愛知 66

齊藤 尊 福井 67

細川 光輝 岐阜 64

白井 亜優武 静岡 65

渡邉 光 静岡 62

小谷 雷武 福井 63

北野 晴稀 富山 60

津野 翔吉 長野 61

服部 颯太 愛知 58

米原 拓海 静岡 59

稲木 史弥 岐阜 56

芹澤 文也 静岡 57

幡谷 祐樹 富山 54

内河 柊介 長野 55

日野 直哉 静岡 52

小原 稜哉 愛知 53

桑原 陽向 静岡 50

三石 達万 長野 51

出島 光紘 福井 49
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