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シード ブロック 補填 所在 選手１ ポイント 選手２ ポイント ポイント計 氏名 フリガナ

1 推薦 推薦１ 石島 雄介 8871 黒川 寛輝ディラン 4320 13191 石島雄介／黒川寛輝ディラン イシジマユウスケ／クロカワヒロキディラン

2 推薦 推薦３ 白鳥 勝浩 8406 上場 雄也 1487 9893 白鳥勝浩／上場雄也 シラトリカツヒロ／アゲバユウヤ

3 推薦 推薦４ 庄司 憲右 4491 池田 隼平 5244 9735 庄司憲右／池田隼平 ショウジケンスケ／イケダジュンペイ

4 推薦 推薦２ 長谷川 徳海 5399 倉坂 正人 3891 9290 長谷川徳海／倉坂正人 ハセガワヨシウミ／クラサカマサト

5 推薦 推薦５ 永井 雄太 2890 平良 伸晃 3559 6449 永井雄太／平良伸晃 ナガイユウタ／タイラノブアキ

6 推薦 推薦６ 髙橋 巧 5027 古田 史郎 266 5293 髙橋巧／古田史郎 タカハシタクミ／フルタシロウ

7 推薦 推薦７ 大学代表 大 学代表 0

8 推薦 推薦８ 高校代表 高 校代表 0

1 関東 神奈川県① 二宮 大和 2887 石川 瀬那 2839 5726 二宮大和／石川瀬那 ニノミヤダイワ／イシカワセナ

2 関東 東京都 黒川 魁 3228 福嶋 晃介 1782 5010 黒川魁／福嶋晃介 クロカワカイ／フクシマコウスケ

3 東海 愛知県 関 寛之 2210 詫間 悠 2508 4718 関寛之／詫間悠 セキヒロユキ／タクマユウ

4 北海道・東北 北海道 佐藤 亮太 3672 辰巳 遼 266 3938 佐藤亮太／辰巳遼 サトウリョウタ／タツミリョウ

5 関東 神奈川県② 山口 孝司 1576 山口 和也 1409 2985 山口孝司／山口和也 ヤマグチタカシ／ヤマグチカズヤ

6 近畿 大阪府 和田 信二 2069 島袋 康隆 596 2665 和田信二／島袋康隆 ワダシンジ／シマブクロヤスタカ

7 四国 愛媛県 越智 勇斗 1056 森 優樹 1055 2111 越智勇斗／森優樹 オチハヤト／モリマサキ

8 北海道・東北 宮城県 狩野 僚太 730 平井 学 1375 2105 狩野僚太／平井学 カノウリョウタ／ヒライマナブ

9 東海 岐阜県 伊吹 政人 620 市川 慶祐 1238 1858 伊吹政人／市川慶祐 イブキマサヒト／イチカワケイスケ

10 四国 香川県 宮本 隆太 845 藤森 択真 992 1837 宮本隆太／藤森択真 ミヤモトリュウタ／フジモリタクマ

11 関東 栃木県 畑辺 純希 836 水島 健 760 1596 畑辺純希／水島武 ハタベジュンキ／ミズシマタケシ

12 関東 千葉県 小野寺 将克 669 後藤 圭将 815 1484 小野寺将克／後藤圭将 オノデラマサカツ／ゴトウケイスケ

13 中国 広島県 林 夢人 899 平石 大志 468 1367 林夢人／平石大志 ハヤシユメト／ヒライシタイシ

14 北海道・東北 福島県 立谷 純太郎 1300 山澤 祐斗 64 1364 立谷純太郎／山澤祐斗 タチヤジュンタロウ／ヤマサワユウト

15 東海 静岡県 中山 辰彦 580 ｔａ ｙｌｏｒｈｉｇｇｓ 572 1152 中山辰彦／ｔａｙｌｏｒｈｉｇｇｓ ナカヤマタツヒコ／テイラーヒッグス

16 九州 鹿児島県 渡辺 有人 403 中谷 祐至 367 770 渡辺有人／中谷祐至 ワタナベユウト／ナカタニヨシノリ

17 近畿 京都府 根来 誠也 325 内田 金盛川 417 742 根来誠也／内田金盛川 ネゴロマサヤ／ウチダキンジョウカワ

18 九州 宮崎県 甲斐 俊丞 0 中嶋 誠司 606 606 甲斐俊丞／中嶋誠司 カイシュンスケ／ナカシマセイジ

19 中国 補填 広島県第２ 高橋 功憲 416 宮川 武 167 583 高橋功憲／宮川武 タカハシカツノリ／ミヤカワタケル

20 関東 群馬県 中山 貴洋 420 原田 真緒 161 581 中山貴洋／原田真緒 ナカヤマタカヒロ／ハラダマオ

21 四国 補填 徳島県第２ 越智 正己 233 丹澤 耕平 241 474 越智正己／丹澤耕平 オチマサミ／タンザワコウヘイ

22 関東 埼玉県 石垣 浩太 27 金子 勝俊 442 469 石垣浩太／金子勝俊 イシガキコウタ／カネコカツトシ

23 近畿 兵庫県 平城 諒太 279 岡田 舜 136 415 平城諒太／岡田舜 ヒラギリョウタ／オカダシュン

24 関東 茨城県 高士 恵人 283 佐藤 雄斗 117 400 高士恵人／佐藤雄斗 タカシケイト／サトウユウト

25 北信越 富山県 梶井 翼 229 金子 達哉 127 356 梶井翼／金子達哉 カジイツバサ／カネコタツヤ

26 北海道・東北 補填 宮城県第2 渡邊 玲央 235 近江 大樹  117 352 渡邊 玲央／近江 大樹 ワタナベレオ／オオミダイキ

27 九州 福岡県 甲斐 貴大 111 小畑 建人 219 330 甲斐貴大／小畑建人 カイタカヒロ／オバタケント

28 九州 佐賀県 小森 優希 202 副島 慶太 111 313 小森優希／副島慶太 コモリユウキ／ソエジマケイタ

29 北海道・東北 山形県 江口 育 207 菊池 瑛斗 0 207 江口育／菊池瑛斗 エグチハグミ／キクチエイト

30 北信越 石川県 宮本 健司 80 谷野 泰弘 88 168 宮本健司／谷野泰弘 ミヤモトケンジ／タニノヤスヒロ

31 北信越 長野県 上條 亮輔 75 佐藤 佑樹 59 134 上條亮輔／佐藤佑樹 カミジョウリョウスケ／サトウユウキ

32 九州 補填 佐賀県第２ 河野 颯斗 129 小形 隼一 0 129 河野颯斗／小形隼一 コウノリクト／オガタハヤト

33 近畿 奈良県 橋本 隆行 27 前地 克彦 27 54 橋本隆行／前地克彦 ハシモトタカユキ／マエジカツヒコ

34 近畿 滋賀県 大橋 一仁 0 前田 洋平 35 35 大橋一仁／前田洋平 オオハシカズヒト／マエダヨウヘイ

35 北信越 新潟県 泉田 鎌 32 上村 駿 0 32 泉田鎌／上村駿 イズミダレン／カミムラシュン

抽選 北海道・東北 青森県 成田 耀 0 安井 元太 0 0 成田耀／安井元太 ナリタヒカル／ヤスイゲンタ

抽選 北海道・東北 岩手県 井上 大樹 0 浅岡 遥太 0 0 井上大樹／浅岡遥太 イノウエ ダイキ／アサオカヨウタ

抽選 関東 山梨県 田中 聖士 0 佐藤 耕平 0 0 田中聖士／佐藤耕平 タナカサトシ／サトウコウヘイ

抽選 北信越 福井県 出倉 卓 0 野口 隆祐 0 0 出倉卓／野口隆祐 デクラタク／ノグチタカヒロ

抽選 東海 三重県 菱田 一輔 0 奥田 祥太 0 0 菱田一輔／奥田祥太 ヒシダカズホ／オクダショウタ

抽選 近畿 和歌山県 吉田 寛 0 道本 祥宜 0 0 吉田寛／道本祥宜 ヨシダヒロシ／ミチモトショウキ

抽選 四国 徳島県 藤目 海斗 0 藤目 龍之介 0 0 藤目海斗／藤目龍之介 フジメカイト／フジメリュウノスケ

※抽選 九州 補填 福岡県第２ 大野 泰平 0 福崎 海凪 0 0 大野泰平／福崎海凪 オオノタイヘイ／フクザキミナギ

抽選 九州 沖縄県 阿波根 昌司 0 橋 知宏 0 0 阿波根昌司／橋知宏 アハゴンショウジ／ハシトモヒロ

※抽選 九州 補填 沖縄県第２ 内間 一光 0 加茂 寿耶 0 0 内間一光／加茂寿耶 ウチマイッコウ／カモジュヤ

46 不参加   

47 不参加   

48 不参加   
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