
BIB 姓 ふりがな 名 ふりがな 大学名 学年 出身高校

101 近江谷 おおみや 一樹 かずき 秋田大学 4 平舘

102 大谷 おおたに 将大 まさひろ 静岡大学 1 長野

103 小林 こばやし 優太 ゆうた 信州大学 3 三刀屋

104 石戸谷 いしとや 哲史 さとし 一橋大学 4 桐朋

105 飯塚 いいづか 遼 りょう 名古屋工業大学 2 上田

106 内田 うちだ 朋弥 ともや 金沢大学 4 太田

107 和田 わだ 亮吾 りょうご 富山大学 4 武生

108 谷 たに 知記 ともき 東京工業大学 4 立川

109 鍋島 なべしま 立秀 たつひで 三重大学 6 ラ・サール

110 藤井 ふじい 一規 かずのり 筑波大学 2 川越東

111 福原 ふくはら 智 さとる 横浜市立大学 4 都立青山

112 千葉 ちば 貴司 たかし 東北大学 3 大曲

113 高橋 たかはし 峰洋 みねひろ 新潟大学 2 米沢興譲館

114 浦島　 うらしま 章吾 しょうご 東京大学 1 城北

115 安藤 あんどう 努 つとむ 東北大学 2 城西川越

116 清水 しみず 壮 そう 筑波大学 1 国際情報

117 林 はやし 遼太 りょうた 金沢大学 1 旭川東

118 海老名 えびな 友耶 ゆうや 新潟大学 4 新潟第一

119 鍵崎 かぎさき 洋輔 ようすけ 三重大学 4 開明

120 狩野 かのう 智洋 ともひろ 富山大学 4 名古屋

121 田中 田中 岳 がく 横浜市立大学 1 山口

122 古久根 こぐね 悠人 ゆうと 静岡大学 2 西尾

123 中田 なかた 健介 けんすけ 信州大学 4 富山東

124 後藤 ごとう 優弥 まさや 秋田大学 3 苫小牧中央

125 鬼頭　 きとう　 直文 なおふみ 東京大学 1 城北

126 義山 はしやま 明 みよんそ 東京工業大学 3 京都成章

127 柴田 しばた 裕貴 ゆうき 名古屋工業大学 3 一宮

128 中島 なかじま 稜介 りょうすけ 東北大学 1 旭川東

129 澤井 さわい 晨 しん 筑波大学 2 水戸第一

130 野瀬 のせ 弘太郎 こうたろう 三重大学 4 春日井

131 新井 あらい 光 ひかる 新潟大学 2 渋川

132 江尻 えじり 純一 じゅんいち 富山大学 3 富山

133 山崎 やまざき 拓巳 たくみ 信州大学 4 須坂

134 阿部 あべ　 竜之 たつゆき 東京大学 3 福島

135 加藤 かとう 宗史 のりふね 静岡大学 3 静岡学園

136 大橋 おおはし 幸平 こうへい 名古屋工業大学 4 東海

137 篠原 しのはら 爽 そう 東京工業大学 3 光栄

138 永井 ながい 裕 ひろ 東北大学 1 尚絅

139 加藤 かとう 次郎 じろう 三重大学 4 春日井

140 小笠原 おがさわら 徹 とおる 名古屋工業大学 2 知立東

141 井田 いだ 慎太郎 しんたろう 東京大学 2 開成

142 豊田 とよだ 輝 ひかる 静岡大学 2 浜松日体

143 高橋 たかはし 光輔 こうすけ 新潟大学 2 新発田

144 河住 かわすみ 恭兵 きょうへい 信州大学 4 巨摩
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145 高桑 たかくわ 章太郎 しょうたろう 富山大学 6 斐太

146 赤井 あかい 裕貴 まさき 東京工業大学 3 浅野

147 長嶋 ながしま 宏和 ひろかず 新潟大学 1 宇都宮東

148 五枚橋 ごまいばし 遼介 りょうすけ 東京工業大学 3 麻布

149 鈴木 すずき 和茂 かずしげ 名古屋工業大学 2 滝

150 村岡 むらおか 隆 たかし 静岡大学 2 小倉

151 和田 わだ 有司 ゆうじ 富山大学 2 北陵

152 橋本 はしもと 光平 こうへい 三重大学 2 津

153 宮本 みやもと 大樹 だいき 信州大学 2 近畿大学付属

154 梨原 なしはら 嵩司 たかし 三重大学 2 奈良学園

155 藤井 ふじい 啓太 けいた 信州大学 1

156 徳井 とくい 大輔 だいすけ 富山大学 2 武生

157 津屋 つや 佑介 ゆうすけ 名古屋工業大学 2 本巣松陽

158 緑川 みどりかわ 遼 りょう 新潟大学 1 ニュージーランド公立

カイパラカレッジ

159 阿曽村 あそむら 祐介 ゆうすけ 東京工業大学 1 私立攻玉社

160 久米 くめ 孝志 たかし 静岡大学 2 高松第一

161 岡田 おかだ 雅 まさし 名古屋工業大学 2 菊里

162 山本 やまもと 貴裕 たかひろ 静岡大学 1 西春

163 中村 なかむら 正祥 まさよし 富山大学 2 富山東

164 平野 ひらの 智洋 ともひろ 信州大学 6 黒沢尻北

165 山田 やまだ 達彦 たつひこ 三重大学 1 岐阜

166 中込 なかごめ 将成 まさなり 東京工業大学 1 愛知

167 込山 こみやま 侑毅 ゆうき 新潟大学 1 高崎

168 佐藤 さとう 智 まさる 富山大学 2 富山第一

169 牧野 まきの 宏俊 ひろとし 三重大学 1 高田

170 小野 おの 勝 まさる 信州大学 4 倉敷青陵

171 今井 いまい 達哉 たつや 名古屋工業大学 5 星城

172 岸本 きしもと 裕樹 ゆうき 東京工業大学 2 拓殖大学第一

173 栗原 くりはら 脩 しゅう 富山大学 1 白陵

174 斉ノ内 さいのうち 信 まこと 三重大学 6 関西大倉

175 高瀬 たかせ 拓歩 たくほ 名古屋工業大学 2 星光

176 金澤 かなざわ 郁馬 いくま 信州大学 4 十日町

177 高橋 たかはし 卓也 たくや 東京工業大学 1 桐朋

178 戸田 とだ 貴文 たかふみ 名古屋工業大学 3 一宮興道

179 三輪 みわ 尚志 たかし 富山大学 1 小坂井

180 森 もり 祐太朗 ゆうたろう 名古屋工業大学 2 守山

181 鈴木 すずき 遼河 りょうが 富山大学 1 名古屋西

182 須川 すがわ 寛太 かんた 富山大学 4 津西
183 加藤 かとう 正隆 まさたか 名古屋工業大学 1 向陽
184 簗瀬 やなせ 雄大 たけひろ 名古屋工業大学 2 滝
185 本田 ほんだ 康人 やすひと 富山大学 1 瑞稜
186 大輪 おおわ 諭史 さとし 名古屋工業大学 1 東海
187 喜多 きた 剛志 たけし 名古屋工業大学 3 豊田南
188 市川 いちかわ 淳規 じゅんき 名古屋工業大学 6 岐山


