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秋元　郁 東京都立小石川中等教育学校 ６年生 東京都

浅沼　英樹 東海高等学校 １年生 愛知県

新居　智将 開成高等学校 ２年生 東京都

有薗　友研 関西創価高等学校 ３年生 大阪府

安藤　一真 宮城県仙台第二高等学校 ２年生 宮城県

安藤　貴政 岡山県立岡山朝日高等学校 ３年生 岡山県

安藤　大晃 岐阜県立岐阜高等学校 ３年生 岐阜県

池田　颯大 埼玉県立川越高等学校 ３年生 埼玉県

石井　敬直 筑波大学附属駒場高等学校 ２年生 東京都

井上　翔馬 西大和学園高等学校 １年生 奈良県

上野谷　息吹 栃木県立宇都宮東高等学校 ３年生 栃木県

海老原　祐輔 愛知県立一宮高等学校 ３年生 愛知県

大石　宏太 駿台甲府高等学校 ３年生 山梨県

大倉　拓真 岡山県立岡山朝日高等学校 ２年生 岡山県

大西　悠稀 須磨学園高等学校 １年生 兵庫県

大平　博斗 埼玉県立春日部高等学校 ３年生 埼玉県

大山　航 岡山県立倉敷天城高等学校 ２年生 岡山県

岡　衛 三重県立四日市高等学校 ３年生 三重県

荻野　恭輔 石川県立金沢泉丘高等学校 ３年生 石川県

小坂田　明雄 白陵高等学校 ２年生 兵庫県

尾関　優作 愛知県立一宮高等学校 ３年生 愛知県

加嶋　颯太 新潟県立新潟高等学校 ３年生 新潟県

金子　舜 石川県立金沢泉丘高等学校 ３年生 石川県

唐山　桐 筑波大学附属駒場高等学校 ３年生 東京都

菊地　駿太 早稲田高等学校 既卒生 東京都

岸本　竜太 白陵高等学校 ２年生 兵庫県

喜田　輪 初芝富田林高等学校 ２年生 大阪府

草次　優樹 愛知県立岡崎高等学校 ２年生 愛知県

藏下　隼人 大阪府立天王寺高等学校 ３年生 大阪府

桑江　優希 久留米大学附設高等学校 ２年生 福岡県

後藤　啓文 京都市立西京高等学校 １年生 京都府

小林　海翔 栃木県立宇都宮高等学校 ３年生 栃木県

小林　透己 新潟県立新潟高等学校 ３年生 新潟県

小宮山　智浩 埼玉県立大宮高等学校 ３年生 埼玉県

斉藤　駿 富山県立富山中部高等学校 ３年生 富山県

齋藤　駿一 江戸川学園取手高等学校 ２年生 茨城県

斉藤　勝吾 灘高等学校 １年生 兵庫県

笹木　宏人 筑波大学附属駒場高等学校 １年生 東京都

澤　征都 愛知県立一宮高等学校 ３年生 愛知県

志手　康一朗 久留米大学附設高等学校 ３年生 福岡県

白鞘　祐斗 栄光学園高等学校 ３年生 神奈川県

末広　多聞 大阪星光学院高等学校 １年生 大阪府

杉浦　涼介 開成高等学校 １年生 東京都

髙田　稜山 宮崎学園高等学校 ３年生 宮崎県

滝之入　敬汰 佐久長聖高等学校 ２年生 長野県

竹中　涼 栄光学園高等学校 １年生 神奈川県

竹本　敏成 海陽中等教育学校 ６年生 愛知県

田澤　海大 東京都立日比谷高等学校 ３年生 東京都

谷口　創 三重県立伊勢高等学校 ３年生 三重県

田宮　一樹 大阪星光学院高等学校 １年生 大阪府
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千歳　彬文 開成高等学校 ３年生 東京都

千葉　遼太郎 筑波大学附属駒場高等学校 １年生 東京都

寺尾　樹哉 帝塚山高等学校 ３年生 奈良県

手良脇　大誠 初芝富田林高等学校 ２年生 大阪府

轟　将吾 埼玉県立浦和高等学校 ３年生 埼玉県

外山　太郎 宮崎県立宮崎西高等学校 ３年生 宮崎県

中江　優介 大阪府立北野高等学校 ３年生 大阪府

中島　嘉春 慶應義塾志木高等学校 ３年生 埼玉県

長島　悠斗 群馬県立前橋高等学校 ３年生 群馬県

中谷　剛人 和歌山県立向陽高等学校 ２年生 和歌山県

永濱　壮真 大阪星光学院高等学校 ２年生 大阪府

ナップ　ダニエル 東京都立国際高等学校 ２年生 東京都

西　幸太郎 ラ・サール高等学校 ２年生 鹿児島県

西川　直輝 渋谷教育学園幕張高等学校 ３年生 千葉県

西野　崇史 大阪府立三国丘高等学校 ３年生 大阪府

丹羽　佑果 お茶の水女子大学附属高等学校 ３年生 東京都

沼本　真幸 岡山県立岡山朝日高等学校 ３年生 岡山県

根田　俊輔 清真学園高等学校 ３年生 茨城県

馬場　浩平 東京都立日比谷高等学校 ３年生 東京都

平岡　弦己 広島県立祇園北高等学校 ３年生 広島県

廣田　雄輝 大阪星光学院高等学校 ２年生 大阪府

藤永　淳太 大阪府立三国丘高等学校 ３年生 大阪府

古田　爽樹 早稲田高等学校 ２年生 東京都

本間　甲也 渋谷教育学園幕張高等学校 ２年生 千葉県

増木　貫太 聖光学院高等学校 ３年生 神奈川県

松澤　力 長野県屋代高等学校 ３年生 長野県

松下　謙太郎 筑波大学附属駒場高等学校 ２年生 東京都

松田　響生 栃木県立大田原高等学校 ３年生 栃木県

三木　信 灘高等学校 ２年生 兵庫県

水橋　大瑶 松本秀峰中等教育学校 ６年生 長野県

南　光太郎 東海高等学校 ３年生 愛知県

持田　隼 武蔵高等学校 ３年生 東京都

望月　友貴 東邦大学付属東邦高等学校 ３年生 千葉県

元砂　暁洋 西大和学園高等学校 既卒生 奈良県

森　理樹 岐阜県立斐太高等学校 ２年生 岐阜県

矢島　知明 芝浦工業大学柏高等学校 ３年生 千葉県

山口　駿 大阪府立天王寺高等学校 ３年生 大阪府

山下　総司 兵庫県立龍野高等学校 ３年生 兵庫県

山田　耀 筑波大学附属駒場高等学校 １年生 東京都

山根　啓吾 徳島県立富岡東高等学校 ３年生 徳島県

山本　泰智 江戸川学園取手高等学校 ３年生 茨城県

横畑　大樹 富山県立富山中部高等学校 ３年生 富山県

吉開　泰裕 栄光学園高等学校 ２年生 神奈川県

吉田　智裕 渋谷教育学園幕張高等学校 ３年生 千葉県

吉田　昂永 青森県立八戸高等学校 ３年生 青森県

吉原　唯生 栄光学園高等学校 ３年生 神奈川県

吉見　光祐 灘高等学校 ２年生 兵庫県

吉水　純弥 名古屋高等学校 ３年生 愛知県

梁　清揚 渋谷教育学園幕張高等学校 ３年生 千葉県

渡邉　明大 東大寺学園高等学校 ３年生 奈良県

渡邉　凌矢 群馬県立高崎高等学校 ３年生 群馬県


