
〈女子〉

bib 氏名 フリガナ 学校名 学年 都道府県 年齢 生年月日

101 中山彩理香 ナカヤマ サリカ 町田 高校3年 東京 18 2000/5/11

102 和田純菜 ワダ ジュンナ 山梨学院 高校3年 山梨 18 2000/5/27

103 内田真樹 ウチダ マキ 須磨学園 高校2年 兵庫 17 2001/9/4

104 森山美空 モリヤマ ミク 愛知 高校2年 愛知 17 2001/11/28

105 横川汐音 ヨコカワ シオン 堀越 高校3年 東京 18 2000/11/14

106 池口いずみ イケグチ イズミ 米子西 高校3年 鳥取 18 2000/7/19

107 三上和海 ミカミ ワカ 名古屋西 高校1年 愛知 16 2002/6/24

108 筒木杏 ツツキ アンズ 日本体育大学桜華 高校1年 東京 16 2002/10/28

109 池口亜実 イケグチ アミ 米子 高校1年 鳥取 16 2002/10/15

110 立原芽依 タチハラ メイ 清真学園 高校2年 茨城 17 2001/4/21

111 合原なずな アイハラ ナズナ 古賀竟成館 高校2年 福岡 17 2001/8/3

112 小原絵梨 オバラ エリ 米子 高校3年 鳥取 17 2001/1/12

113 岡田澄珠 オカダ スズ 三好 高校2年 愛知 17 2001/5/10

114 林日向子 ハヤシ ヒナコ 尼崎小田 高校2年 兵庫 17 2001/12/22

115 杉本麻衣 スギモト マイ 亘理 高校3年 宮城 17 2001/1/26

〈男子〉

bib 氏名 フリガナ 学校名 学年 都道府県 年齢 生年月日

1 吉川恭太郎 ヨシカワ キョウタロウ 立教新座 高校3年 埼玉 18 2000/4/4

2 徳山哲平 トクヤマ テッペイ 乙訓 高校1年 京都 16 2002/5/30

3 本多晴飛 ホンダ ハルヒ 相生学院 高校3年 兵庫 18 2000/4/2

4 安藤勘太 アンドウ カンタ 水島工業 高校2年 岡山 17 2001/4/26

5 大谷友哉 オオタニ ユウヤ 豊川工業 高校1年 愛知 16 2002/12/17

6 岡本空知 オカモト ソラチ 四条畷学園 高校1年 大阪 16 2002/4/30

7 福島旺 フクシマ アキラ 日本学園 高校2年 東京 17 2001/8/25

8 小徳玲央 コトク レオ 米子北斗 高校1年 鳥取 15 2003/1/10

9 佐々木翔生 ササキ カイ 大東文化大学一 高校1年 東京 15 2003/3/18

10 蜂矢涼 ハチヤ リョウ 三好 高校3年 愛知 18 2000/6/21

11 岩井悠二 イワイ ユウジ 浜松日体 高校2年 静岡 16 2002/1/6

12 山中翔陽 ヤマナカ ショウヤ 宗像 高校1年 福岡 16 2002/8/31

13 仲尾瞭平 ナカオ リョウヘイ 亀岡 高校1年 京都 16 2002/7/10

14 近藤玖伸 コンドウ ヒサノブ 宇和島南 高校1年 愛媛 17 2001/6/19

15 黒川由宇 クロカワ ユウ 日本学園 高校2年 東京 17 2001/6/30

16 児玉壱茶 コダマ イッサ 宇和島南 高校2年 愛媛 16 2002/2/5

17 福島稜大 フクシマ リョウタ 苅田工業 高校2年 福岡 17 2001/5/1

18 古屋無為 フルヤ ムイ 本郷 高校2年 東京 17 2001/12/19

19 筒井海翔 ツツイ カイト 岐阜一 高校3年 岐阜 18 2000/6/27

20 本木颯人 モトキ ハヤト 日本学園 高校1年 東京 16 2002/9/2

21 齋藤優稀 サイトウ ユウキ 福島南 高校2年 福島 17 2001/5/26

22 韮澤由吏 ニラサワ ユウリ 三条 高校2年 新潟 17 2001/6/11

23 金稜宇 キム ルンウ 成章 高校2年 愛知 17 2001/9/27

24 福田勝太郎 フクダ ショウタロウ 会津 高校1年 福島 15 2003/2/10

25 増田誉大 マスダ タカヒロ 佐倉 高校2年 千葉 17 2001/6/9

26 森嶋良太 モリシマ リョウタ 浜松日体 高校2年 静岡 17 2001/7/7

27 高田光 タカダ ヒカル 中京大中京 高校1年 愛知 16 2002/7/15

28 小林武蔵 コバヤシ ムサシ 仙台三 高校1年 宮城 16 2002/6/2

29 佐々木工海 ササキ タクミ 南丹 高校1年 京都 16 2002/5/22

30 八尾啓佑 ヤオ ケイユウ 報徳学園 高校3年 兵庫 18 2000/6/10

31 小路寛太 ショウジ カンタ 早稲田摂陵 高校3年 大阪 18 2000/5/23

32 海江田将人 カイエダ マサト 自由ヶ丘 高校2年 福岡 17 2001/9/18

33 菅原楽人 スガワラ ガクト 鶴岡工業 高校2年 山形 17 2001/10/18
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