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学連   (03014924) 大橋 陸         東京農業大学                  124.3811

岐阜   (03017915) 村井 翔         飛騨神岡高校                  129.5522

長野   (03016680) 利部 旬悟       白馬高校                      117.4033

岐阜   (03017913) 洞口 誠吾       飛騨神岡高校                  128.9644

学連   (03015288) 鏡 颯太         日本大学                      66.2855

学連   (03014954) 中村 拓幹       日本大学                      71.3166

青森   (03017759) 福山 修         東奥義塾高校                  116.4277

東京   (03001574) 原田 達也       ﾃﾞｻﾝﾄｽｷｰﾁｰﾑ                   98.6588

学連   (03011618) 島田 一希       明治大学                      119.2899

学連   (03015220) 畠山 拓輝       明治大学                      126.051010

学連   (03017581) 大谷 龍平       国士舘大学                    101.921111

秋田   (03018262) 遠藤 暢人       角館高校                      97.571212

秋田   (03019629) 千田 隼         角館高校                      128.701313

岩手   (03019728) 山下 希風       平舘高校                      122.761414

学連   (03013350) 吉田 剛         山梨学院大学                  96.581515

秋田   (03019623) 小西 翔汰郎     角館高校                      130.131616

長野   (03017788) 西村 桔坪       白馬高校                      130.381717

福島   (03018425) 溝井 陽向       猪苗代高等学校                135.391818

山形   (03020326) 佐藤 裕人       日大山形高等学校              135.921919

福島   (03018424) 星 逢乃         南会津高等学校                136.452020

学連   (03010843) 内川 湧太       明治大学                      138.052121

福島   (03018629) 中山 紘樹       南会津高等学校                138.072222

学連   (03013013) 小嶋 健斗       東北学院大学                  141.922323

福島   (03018022) 平野 太一       若松商業高等学校              149.372424

群馬   (03014953) 中村 和実       沼田高校                      149.452525

山形   (03020961) 大内 慶介       山形中央高校                  150.972626

山形   (03019962) 梅津 颯麻       九里学園                      152.162727

長野   (03017787) 切久保 冬輝     白馬高校                      152.482828

長野   (03017875) 西坂 匠真       白馬高校                      154.132929

山形   (03019975) 小松 大晟       九里学園                      161.423030

青森   (03020582) 中野渡 慶大     柴田学園高校                  165.773131

神奈川 (03018222) 星加 伊織       ｳｨ!!ｽｷｰｸﾗﾌﾞ                   167.073232

福島   (03018021) 橘 優太         若松商業高等学校              169.423333

宮城   (03019398) 大沼 風翔       大崎中央高校                  170.653434

山形   (03003169) 大西 克仁       NPO法人上山ｱﾙﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ          177.093535

青森   (03019714) 淡路 海地       東奥義塾高校                  177.253636

神奈川 (03014986) 比留間 悟       ｼｮｰﾅﾝ･ｷｯｽﾞ                    177.753737

長野   (03019215) 国本 空良       白馬高校                      177.813838

山形   (03019976) 柴崎 凌空       九里学園                      178.233939

福島   (03023323) 甲斐 麗温       猪苗代高等学校                188.124040

山形   (03019595) 峯岸 陽         山形中央高校                  195.374141

岐阜   (03019939) 野呂 颯太       高山工業高校                  201.734242

石川   (03019657) 下 康生         鶴来高校                      205.544343

青森   (03020581) 福山 一煌       東奥義塾高校                  208.814444

山形   (03019378) 杉田 開斗       日大山形高等学校              218.364545

埼玉   (03020970) 鈴木 琉生       西武文理中学校                223.344646

新潟   (03019825) 上村 千春       関根学園高校                  227.624747

秋田   (03019616) 鎌田 宇朗       角館高校                      230.434848

福井   (03022671) 牧野 櫂         福井工大附属福井高校          230.624949

福井   (03019306) 一ノ本 禅都     福井工業大学附属福井高校      230.835050
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山形   (03020030) 小川 竜司       日大山形高等学校              234.305151

京都   (03016418) 原田 裕成       福知山成美高校                235.185252

山形   (03018421) 鈴木 新康       日大山形高等学校              236.665353

岐阜   (03019358) 桐生 真之介     岐阜第一高校                  244.275454

埼玉   (03019918) 田村 柊陽       立教新座高校                  262.195555

宮城   (03020993) 近藤 快成       長町中学校                    268.895656

宮城   (03020988) 武本 柄壱       八木山中学校                  271.465757

岐阜   (03019251) 渡邊 大颯       岐阜第一高校                  273.295858

山形   (03021472) 阿部 和人       酒田市立東部中学校            288.585959

秋田   (03020044) 沓澤 琉太朗     湯沢翔北高校                  290.706060

東京   (03016411) 濱野 弘大       立教池袋高等学校              293.426161

山形   (03019991) 小貫 徠夢       米沢市立第二中学校            300.636262

神奈川 (03020755) 北村 優弥       川崎市立白鳥中学校            307.636363

秋田   (03020903) 佐々木 太翔     東成瀬中学校                  334.946464

新潟   (03019174) 児玉 成太郎     八海高校                      359.506565

宮城   (03021000) 三上 玖我       富岡中学校                    361.986666

東京   (03020155) 亀井 勇希       日本体育大学荏原高校          364.176767

宮城   (03021003) 髙橋 颯太       築館中学校                    410.576868

三重   (03021593) 橋倉 蒼依       四日市SC                      418.226969

秋田   (03019628) 髙橋 風雅       湯沢翔北高校                  447.657070

宮城   (03019383) 前元 柊人       白石工業高校                  464.807171

福井   (03021220) 三谷 駿人       灯明寺中学校                  7272

兵庫   (03023627) 岡田 拓己       小野南中学校                  7373

岐阜   (03019369) 二村 柊羽       飛騨高山高校                  7474

岐阜   (03019354) 今井 啄人       高山工業高校                  7575

秋田   (03024532) 柴田 大夢       湯沢翔北高校                  7676
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