
順位 名前 登録県 所属 ポイント 順位 名前 登録県 所属 ポイント

1 北原　佑亮 東京 湘南ベルマーレ　ユニバ 890 27 浅野 楓 宮城 古川工業高校 200

2 阪下　賢太郎 神奈川 湘南ベルマーレ　ユニバ 854 27 杉山 堅信 宮城 古川工業高校 200

3 舟木　亮太 茨城 勝田工業高校 780 27 黒川 寛輝ディラン 東京 国士舘大学 200

3 齊藤　真輝 茨城 勝田工業高校 780 33 西村　稜太郎 神奈川 公文国際学園高等部 199

5 石川　瀬那 神奈川 公文国際学園高等部 613 33 平田　航暉 神奈川 公文国際学園高等部 199

6 廣田 一航 愛知 愛知大学 601 35 山崎　峻介 神奈川 公文国際学園高等部 197

7 高島 健心 東京 国士舘大学 574 36 佐藤 翔 宮城 仙台大学 167

8 山田　龍之介 神奈川 公文国際学園高等部 529 36 平野 峻 宮城 仙台大学 167

9 濱口　蒼太 神奈川 湘南ベルマーレユース 527 38 金子 恭也 千葉 中央学院高等学校 164

10 高崎 裕麻 愛知 愛知学院大学 486 38 落合 崇裕 千葉 中央学院高等学校 164

11 渡邉 晃成 東京 国士舘大学 484 40 菅原 辰斗 東京 駿台学園 161

12 時任　宗一郎 千葉 中央学院大学 450 41 小池 春登 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校 157

13 美保　颯太 千葉 流通経済大学 441 42 家田 健太郎 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 150

14 林 貴喜 福岡 KYUBA 424 43 太田　幸平 神奈川 - 140

15 新垣大地 愛知 愛知学院大学 353 44 梅村 知哉 愛知 - 134

15 植木 優大 東京 駿台学園 353 44 小林朋幸 神奈川 株式会社アートデザイン 134

17 林　夢人 広島 グランビーズ広島 333 46 甲斐 貴大 福岡 福岡県立八幡高等学校 133

18 金子 達哉 新潟 D-FORUM 281 47 川村 知也 三重 三重県立津工業高等学校 126

19 久木元 秀紀 埼玉 埼玉県立大宮東高等学校 278 47 森愛翔 三重 三重県立津工業高等学校 126

20 星野　歩 東京 駿台学園 269 49 加藤 貴士 福岡 福岡県立八幡高等学校 116

21 長山 峻 愛媛 愛媛県立東温高等学校 267 49 大島 蒼也 栃木 宇都宮工業高等学校 116

22 林　聖瑠 広島 広島国際学院高校・GB広島 260 49 増山 啓太 栃木 宇都宮工業高等学校 116

23 手嶋 亮太 埼玉 埼玉県立大宮東高等学校 245 52 江口 育 宮城 仙台大学 113

24 横山 翔大 東京 駿台学園 233 52 遠藤 凛 宮城 仙台大学 113

25 川埼　亮 広島 広島国際学院高校・GB広島 227 52 小池　航 東京 千葉商科大学付属高等学校 113

25 太田 開嵐 神奈川 湘南ベルマーレ　ユース 227 55 佐藤 健志郎 東京 駿台学園 112

27 窪田 翔 大阪 大阪大谷大学 200 56 八木　颯斗 神奈川 - 107

27 堀川　貴之 大阪 京都産業大学 200 56 蝦名 元希 青森 青森工業高校 107

27 畑中 那由他 京都 京都産業大学 200 56 工藤 大空 青森 青森工業高校 107
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56 須藤 友暉 栃木 - 107 85 田中 優斗 北海道 ZERO'Z 66

56 長島 香太 栃木 - 107 85 井沼 夏壱 北海道 ZERO'Z 66

61 佐藤　裕樹 千葉 - 106 85 外山 琉庵 北海道 ZERO'Z 66

62 伊藤 直 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 103 85 中野 大介 宮城 仙台大学 66

63 藤本 直樹 兵庫 神戸学院大学 100 85 富樫 頼人 宮城 仙台大学 66

63 瀧元 一彰 大阪 - 100 85 進藤 皓太 山形 羽黒高校 66

63 佐藤 凜和 福岡 福岡県立八幡高等学校 100 85 佐藤 匠 山形 羽黒高校 66

63 中井 哲也 東京 日本大学 100 85 吉川 新 宮城 仙台大学 66

63 川崎 健太郎 鹿児島 日本大学 100 85 佐久間 温也 宮城 仙台大学 66

63 北川 峻哉 福岡 九州共立大学 100 85 齋藤 圭吾 埼玉 - 66

69 中村　賢太 神奈川 公文国際学園高等部 96 85 藤生 智也 埼玉 - 66

70 大西 統星 千葉 - 91 101 栗山　淳 神奈川 公文国際学園高等部 59

71 柴田 凌雅 神奈川 公文国際学園高等部 88 102 御手洗 勝輝 - - 53

72 古田 健 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 87 102 田中 汰一 愛媛 愛媛県立松山商業高校 53

73 岡　篤志 神奈川 逗子開成高等学校 83 102 是澤 昂輔 愛媛 愛媛県立松山商業高校 53

73 藤原 大己 福岡 九州国際大学付属高等学校 83 102 川東 唯人 愛媛 愛媛県立松山商業高校 53

75 草彅 輝 埼玉 埼玉県立春日部工業高校 81 102 西岡 陸志 愛媛 愛媛県立松山商業高校 53

75 遠藤 航太 埼玉 埼玉県立春日部工業高校 81 102 河西 貫太 山梨 甲府工業高校 53

77 家田 涼太郎 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 80 102 五味 依武規 山梨 白根高校 53

77 大久保 隆成 千葉 千葉商科大学付属高等学校 80 109 飯田 大翔 愛知 東海学園東海高校 50

79 山崎 貫平 千葉 東海学園東海高校 73 109 大口 将矢 愛知 東海学園東海高校 50

79 西村 翼 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 73 111 山田 幹人 愛知 東海学園東海高校 47

79 安藤 仁 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 73 111 中島 将人 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 47

82 佐藤　勇大 神奈川 立正大学 70 111 大島 有平 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 47

83 橋本　葉風南 神奈川 公文国際学園高等部 67 111 中尾 一輝 千葉 流通経済大学 47

83 伊藤 大翔 群馬 - 67 115 山下 晴生 愛知 東海学園東海高校 40

85 根本　航太 千葉 - 66 115 福田 悠宇 愛知 東海学園東海高校 40

85 樋口　知希 神奈川 - 66 115 岡田　舜 大阪 - 40

85 中村 琉斗 香川 香川県立多度津高等高校 66 115 平城 諒太 大阪 - 40

85 山下 翔大 香川 香川県立多度津高等高校 66 115 武田 知志 愛媛 愛媛県立松山商業高校 40

85 工藤 彩桜 北海道 ZERO'Z 66 115 髙橋 伯斗 愛媛 - 40
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115 薦田 颯馬 愛媛 愛媛県立新居浜東高等学校 40 135 間瀬 優 埼玉 埼玉県立大宮東高等学校 33

115 上野山 太貴 大阪 京都産業大学 40 135 宇留間 竜汰 埼玉 埼玉県立大宮東高等学校 33

115 松岡 駿 京都 京都産業大学 40 135 河野 育瑠 福岡 神港学園高等学校 33

115 玉澤 拓弥 愛媛 - 40 135 小畑 健人 福岡 神港学園高等学校 33

115 中野 陽 愛媛 - 40 156 高橋 竜平 静岡 静岡県立科学技術高等学校 31

115 八代 蒼志 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 40 156 河邉 颯斗 静岡 静岡県立浜松城北工業高等学校 31

127 荒木 太一 群馬 - 39 156 長橋 大和 埼玉 - 31

128 吉岡 將志 大阪 - 34 156 蓮見 龍輝 埼玉 - 31

128 原　宏之 兵庫 - 34 160 平澤 瞬也 静岡 静岡県立科学技術高等学校 25

128 藤田征 茨城 勝田工業高校 34 160 市川歩 静岡 静岡県立科学技術高等学校 25

128 櫻井 琉希 茨城 勝田工業高校 34 160 尾藤 冴飛 岐阜 岐阜県立岐山高等学校 25

128 大谷 洸介 茨城 - 34 160 村山 唯斗 岐阜 岐阜県立岐山高等学校 25

128 永倉 颯一朗 埼玉 埼玉県立大宮東高等学校 34 164 佐藤　心 神奈川 逗子開成高等学校 20

128 中山 流歌 埼玉 埼玉県立大宮東高等学校 34 164 萩原　崚 神奈川 逗子開成高等学校 20

135 中島　壮一 東京 暁星学園高等学校 33 164 牧　仁太 兵庫 神港学園高等学校 20

135 武藤 佑治 愛知 東海学園東海高校 33 164 溝端 拓真 兵庫 神港学園高等学校 20

135 今泉 潤 愛知 東海学園東海高校 33 164 鎌谷　樹 兵庫 神港学園高等学校 20

135 山田 悠人 愛知 東海学園東海高校 33 164 牧　颯太 兵庫 神港学園高等学校 20

135 近松 邑仁 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 33 164 山口 翔也 香川 香川県立多度津高等高校 20

135 馬場 大地 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 33 164 七座 幹太 香川 香川県立多度津高等高校 20

135 小嶋　泰史 兵庫 神港学園高等学校 33 164 越智 勇斗 愛媛 愛媛県立三島高等学校 20

135 西垣 潤樹 兵庫 神港学園高等学校 33 164 山本 瑞稀 愛媛 愛媛県立松山商業高校 20

135 水野 新太郎 愛知 名古屋学芸大学 33 164 高本 大輝 愛媛 愛媛県立松山商業高校 20

135 佐藤 透真 香川 香川県立多度津高等高校 33 164 上野 颯 山形 鶴岡中央高校 20

135 横山 祐太 香川 香川県立多度津高等高校 33 164 瀬尾 哲平 山形 鶴岡中央高校 20

135 松浦 匠 香川 香川県立多度津高等高校 33 164 加瀬 凱貴 埼玉 埼玉県立大宮東高等学校 20

135 宮本 翔 香川 香川県立多度津高等高校 33 164 柴田 涼介 埼玉 埼玉県立大宮東高等学校 20

135 越智 泰我 愛媛 愛媛県立小松高等学校 33 164 小澤 海 静岡 稲取高等学校 20

135 一色 大地 愛媛 愛媛県立小松高等学校 33 164 川口 真威樹 静岡 稲取高等学校 20

135 小原 大空 徳島 - 33 164 吉田 憲矢 群馬 群馬県立高崎商業高等学校 20

135 春日 慎 徳島 - 33 164 鳥越 一平 群馬 群馬県立高崎商業高等学校 20
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183 田村 幸大 大阪 関西大学 14

183 小川 雅人 大阪 関西大学 14

183 岡田 春翔 兵庫 - 14

183 山下　航平 兵庫 神港Jr. 14

183 金澤 正悟 神奈川 逗子開成高等学校 14

183 鈴木 悠平 神奈川 逗子開成高等学校 14

183 吉井 成 群馬 - 14

183 笹部 真之祐 埼玉 - 14

183 増田 悠誠 埼玉 - 14

183 黒木　礼 埼玉 埼玉県立大宮東高等学校 14

183 川村　淳 埼玉 埼玉県立大宮東高等学校 14

183 兵頭 正樹 埼玉 埼玉県立大宮東高等学校 14

183 渡辺 周馬 - 青山学院大学 14

183 米谷 康佑 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 14

183 岡本 拓巳 福井 福井高校 14

183 木下 大樹 福井 福井高校 14

183 西田 周太 東京 - 14

201 望月 駿 山梨 甲府工業高校 11

201 矢澤 泰地 山梨 白根高校 11

201 宮下 大毅 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 11

201 石田 隼大 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 11


