
SAJNO 氏名漢 県連盟 所属 SAJ_GS ☑

1 3023088 野呂 洸翔 岐阜 多治見西高校 113.11
2 3025075 浦 優斗 富山 魚津東部中学校 144.21
3 3024180 藤田 舜輝 静岡 大淵中学校 150.68
4 3024618 福島 幸久 愛知 扇台中学校 153.55
5 3021965 中畑 一朗 岐阜 久々野中学校 155.59
6 3024543 岡田 康汰 岐阜 神岡中学校 159.26
7 3021837 塩屋 聡大 岐阜 松倉中学校 160.88
8 3024636 反保 綾太 岐阜 宮中学校 179.55
9 3024780 竹田 光晴 京都 木幡中学校 192.72

10 3024922 林 俊太 石川 白嶺中学校 199.22
11 3024938 井上 雪輝 兵庫 夢が丘中学校 209.58
12 3021121 橋口 誉 滋賀 膳所高校 219.14
13 3024561 古田 尚之 岐阜 郡南中学校 226.40
14 3024781 中澤 花道 岐阜 北稜中学校 230.29
15 3022665 加藤 陽向 福井 開成中学校 231.83
16 3024415 小石 翔偉 長野 奈川中学校 233.28
17 3024549 植野 冬偉 岐阜 北稜中学校 239.38
18 3023187 榎本 藍雅 愛知 阿久比中 251.63
19 3025691 渡辺 琉生 愛知 豊南中学校 256.20
20 3024948 大塚 遼翔 岐阜 白川郷学園 262.24
21 3025867 柴田 詩葵 兵庫 市川中学校 264.39
22 3024349 吉村 創晴 大阪 大阪中学校ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 266.13
23 3024347 澤田 慎之介 京都 京都教育大学附属中学校 271.00
24 3024535 近松 恒祐 岐阜 三輪中学校 277.93
25 3024650 中窪 七翔 富山 城端中学校 284.75
26 3024929 中西 由 岐阜 東山中学校 290.62
27 3023078 杉浦 伯 三重 ｱﾙﾌﾟｽSCｸﾜﾅ 291.12
28 3024677 垣内 春星 岐阜 中山中学校 293.10
29 3025064 主田 宵 広島 西城中学校 307.83
30 3025249 佐藤 大輔 岐阜 中山中学校 331.70
31 3024691 池田 晃太朗 岐阜 松倉中学校 335.64
32 3025928 山田 健太郎 大阪 大阪中学校ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 366.35
33 3025634 小川 隼 滋賀 滋賀県ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ 383.19
34 3025526 田中 大雅 岐阜 宮中学校
35 3025583 南 皆惺 岐阜 宮中学校
36 3025551 葛田 旺雅 滋賀 湖西中学校
37 3025521 桐生 健士朗 岐阜 東山中学校
38 3025511 山腰 拓海 岐阜 松倉中学校
39 3026178 串田 有 静岡 静岡大学附属浜松中学校

40 3025753 山田 圭汰 静岡 静岡市立清水第六中学校

41 3025824 藤村 航宇 静岡 常葉大学附属菊川中学校

42 3026002 奥野 創大郎 富山 城端中学校
43 3025604 内野 銀侍 岐阜 国府中学校
44 3025684 長瀬 莉旺 岐阜 朝日中学校
45 3025752 河合 淳之介 静岡 裾野市立富岡中学校
46 3025849 黒木 耀介 岐阜 久々野中学校
47 3024307 前田 琉太 福井 勝山中部中学校
48 3025954 殊才 凰作 石川 白嶺中学校
49 3025953 下 照英 石川 白嶺中学校
50 3026029 井上 心王 兵庫 小代中学校
51 3024934 田淵 蓮 兵庫 小代中学校
52 3024935 林本 暖生 兵庫 小代中学校
53 3025866 濟 大樹 兵庫 出石中学校
54 3026378 星谷 智明 岐阜 金山中学校 待機者
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