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1 水城 根本 憲佑(2) 木代 博也(2) 小松 裕大朗(3) 樫村 将矢(3) 武藤 稜河(1) 長柄 陽大(3) 助川 颯都(2)

2 東洋大牛久 登松 大和(2) 村田 彪吾(2) 秋山 壱期(2) 石島 太一(2) 大弓 陽可(1) 添田 竜馬(2) 宮崎 優(1)

3 土浦日大 前田 寛明(3) 大関 風馬(2) 佐藤 友亮(3) 杉本 和哉(3) 坂巻 知樹(2) 田中 拓人(2) 新開 隼士(2)

4 鹿島学園 大沼 良太郎(3) 根本 快生(3) 坂本 駿(3) 荒原 駿(2) 日向寺 礼弥(2) 浅野 結太(1) 小林 竜輝(1)

5 水戸葵陵 長谷川 豊樹(2) 山田 友也(3) 河野 世寿(2) 佐藤 颯太(2) 谷 晏寿(2) 濵野 行成(2) 平本 康晴(2)

6 水戸工 高橋 空也(1) 都竹 裕次郎(2) 千葉 大地(1) 大和田 陸(1) 青柳 一吹(1) 村上 竜也(3) 福井 叶太(3)

7 那須拓陽 藤田 アトム(3) 中野 由之承(2) 岡田 楓真(3) 菊地 琉音(2) 三森 悠真(2) 國井 飛慎(1) 矢吹 丈(2)

8 佐野日大 山口 彰太(2) 本江 拓海(3) 長岡 蓮人(2) 青木 脩悟(3) 木村 蒼希(2) 松村 謙吾(3) 山口 聡太(2)

9 文星芸大附 関本 敬太(3) 小倉 健(3) 河原 蒼(2) 木村 駿斗(3) 笠原 颯太(1) 落合 翼(3) 横田 銀牙(2)

10 作新学院 小又 琉神(1) 平澤 潤燕(1) 宇梶 慶太(2) 藤井 達希(2) 佐藤 広能(1) 阿久津 太希(2) 山口 拓夢(2)

11 大田原 藤田 凰雅(1) 荒井 大和(1) 渡邉 憲司(2) 前田 琉司(2) 髙松 滉成(2) 平山 陽翔(1) 佐藤 元紀(1)

12 宇都宮 渡邊 光毅(2) 吉村 太希(2) 照内 優允(2) 伊藤 圭輝(2) 鈴木 翔磨(2) 知花 岳(1) 髙石 拓海(2)

13 東京農大二 東泉 大河(3) 徳本 陽(1) 永島 陽介(3) 中野 匠(3) 畠山 永(3) 瀬間 元輔(1) 浅井 晴大郎(3)

14 樹徳 帰山 侑大(3) 大久保 綾(1) 髙草木 架月(2) 小林 咲冴(1) 図子田 侑(3) 髙岸 怜(2) 松島 竣成(3)

15 健大高崎 青木 瑠郁(3) 工藤 光一郎(1) 笠原 雅敬(2) 小野 悠馬(2) 永田 大(2) 大塚 蒼(3) 小池 佑希(3)

16 吾妻中央 永田 柊(3) 塚越 侑斗(3) 綿貫 風雅(1) 阿久津 隼司(3) 木暮 将人(3) 丸橋 世尚(1) 松島 康太(3)

17 富岡 加藤 智也(2) 横田 陽哉(2) 松島 空大(3) 鈴木 翔瑛(1) 鈴木 健太(3) 加庭 翔大(1) 島崎 弥羽夢(1)

18 高崎 堀口 花道(3) 養田 吏紀(2) 八木 俊樹(3) 髙橋 幸佑(3) 眞下 陽成(2) 萩原 康介(1) 藤巻 諒哉(2)

19 埼玉栄 赤星 龍舞(3) 日髙 志允(3) 小山 聖仁(3) 山中 皇太郎(3) 齋藤 勇羽(3) 國井 優仁(3) 高島 翔成(2)

20 東京農大三 宇田川 瞬矢(3) 丹野 暁翔(2) 岩本 聖(3) 内山 壽頼(3) 長部 虎太郎(1) 横田 小次郎(3) 松村 耕佑(2)

21 武蔵越生 黒岩 勇禅(3) 久保田 涼雅(3) 森田 健伸(3) 笹井 紘汰(3) 小嶋 壮志(2) 鈴木 青空(1) 小野 翔太郎(3)

22 花咲徳栄 生駒 直幸(3) 石川 郁弥(2) 上野 隼弥(3) 榎本 蒼空(2) 若林 凌汰(3) 西井戸 快(2) 佐々木 大輝(1)

23 坂戸西 阿部 泰樹(3) 奥澤 圭太(3) 川越 成貴(3) 細田 笑太郎(3) 遠藤 滉太(2) 杉田 裕隆(3) 松浦 輝仁(1)

24 浦和実 新井 友裕(3) 西島 駿(1) 後藤 天馬(3) 須藤 大地(2) 岡田 涼斗(3) 赤渕 来地(3) 宗田 正樹(3)
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25 八千代松陰 田中 愛睦(2) 綾 一輝(2) 池澤 悠冬(2) 村上 友哉(3) 工藤 慎作(2) 小河原 陽琉(1) 児玉 康介(2)

26 市立船橋 緒方 澪那斗(3) 中村 貴浩(2) 川上 翔太(2) 鎗田 大輝(3) 成川 翔太(3) 鎗田 光希(3) 杉田 遥翔(1)

27 流経大柏 小川 大翔(3) 広松 大和(1) 栗田 隆希(3) 二井 琉輝(2) 柴崎 大夢(3) 芳口 慧人(2) 白井 恒成(2)

28 専修大松戸 山本 樹(3) 阿部 結斗(1) 大島 史也(3) 相澤 拓摩(3) 髙橋 楓太(3) 酒田 康生(3) 槇井 駿介(3)

29 西武台千葉 小松 恵達(3) 松永 龍騎(3) 濱中 尊(2) 傅法谷 元(2) 石山 律(2) 大渡 陸斗(3) 安留 脩馬(3)

30 流山南 染谷 雄輝(3) 澤田 光輔(2) 平間 純哉(3) 村上 晏璃(2) 鈴木 優晴(2) 沖浦 隼多(3) 熱田 聖人(3)

31 國學院久我山 鈴木 耕太郎(2) 山室 陽太(2) 本間 創(2) 藤尾 岳穂(1) 寺田 向希(1) 添田 陽大(1) 白石 優樹(3)

32 拓大一 伊藤 匠海(2) 藤川 岬汰(2) 筒井 涼(3) 小美野 諒(2) 佐藤 有一(3) 辻 昂介(1) 平井 璃空(1)

33 城西 田中 純(2) 越智 響己(2) 伊藤 優真(2) 大島 拓人(1) 森本 真矢(1) 岡村 享一(1) 土田 隼司(1)

34 東京実 藤井 勇歩(3) 前原 秀一郎(3) 尾熊 迅斗(1) 吉村 智輝(3) 近内 海力(3) 中村  柊一(1) 室井 真(2)

35 駒大 侭田 直哉(2) 佐藤 真也(3) 中島 優太(2) 天海 創太(3) 佐藤 大心(1) 菊地 恭太(2) 高橋 叶夢(1)

36 東京 佐藤 陸(2) 北川 凛太朗(2) 樋口 ワシリー(3) 矢原 功大(2) 三浦 祐希(3) 植村 寿輝也(2) 曽田 透真(3)

37 東海大相模 草刈 恭弓(3) 湯野川 創(3) 可児 悠貴(2) 瀬川 航平(2) 矢部 慎之介(2) 山口 禮(1) 北山 大翔(2)

38 川崎市立橘 古川 達也(2) ロホマン シュモン(3) 西郷 哲広(2) 澤田 悠斗(2) 伊藤 春輝(2) 矢澤 寿基(3) 荒井 遼太郎(1)

39 鎌倉学園 佐々木 蒼(1) 伊藤 穂高(2) 矢沢 真太郎(2) 渡邉 有翔(2) 高好 陽之心(1) 宮岡 凜太(3) 原田 洋輔(3)

40 相洋 木島 陸(2) 平島  龍斗(3) 古山 拓輝(3) 安藤 凜(3) 杉原 走(1) 若林 千大(1) 米原 大祐(2)

41 光明相模原 西坂 昂也(3) 赤平 翔(3) 志村 紘佑(3) 竹林 慧太(3) 遠藤 滉大(3) 中谷 涼誠(2) 藤城 湧人(2)

42 藤沢翔陵 中川 晴喜(1) 稲光 希竜(3) 宮崎 暖大(3) 菅原 潤(2) 荒谷 洋輔(2) 辻原 輝(2) 菊池 康介(2)

43 山梨学院 成沢 翔英(2) 野口 翔太(1) 小島 光稀(1) 和田 瑛登(2) 水石 弦太(3) 望月 瑠希哉(2) 小林 柊(1)

44 巨摩 内堀 勇(1) 矢﨑 那央(2) 市川 大世(2) 内堀 柊(2) 小野 凌河(2) 村松 福太郎(1) 沢登 一心(1)

45 韮崎 古屋 匠己(1) 埴原 佳祐(1) 松本 陽路(1) 清水 康生(2) 小松 郁斗(3) 赤池 祥(3) 米森 蓮真(3)

46 笛吹 田中 伶央(1) 渡邉 空羅(1) 市川 慶(3) 鶴田 拓(3) 地場 智也(2) 池谷 彗斗(3) 松井 光樹(3)

47 山梨農林 宮川 蓮乃(3) 藤本 千太(3) 中込 吏涼(3) 松木 一(2) 梨本 春旗(2) 磯野 愛斗(3) 久保田 結翔(3)

48 甲府一 杉坂 悠志(2) 渡辺 航太朗(3) 住友 李成(1) 千引 歩夢(2) 相川 明広(1) 駒井 元貴(2) 石橋 健(1)


