
№ 氏名 学校名 学年 学校都道府県

1 青木　大地 愛知県立旭丘高等学校 高校２年生 愛知県

2 安里　晨 昭和薬科大学附属高等学校 高校３年生 沖縄県

3 石川　文啓 静岡県立磐田南高等学校 高校３年生 静岡県

4 板橋　悠太郎 樹徳高等学校 高校３年生 群馬県

5 伊知地　直樹 東京都立小石川中等教育学校 高校１年生 東京都

6 伊藤　栄俊 三重県立四日市高等学校 高校２年生 三重県

7 伊藤　尚人 三重県立四日市高等学校 高校２年生 三重県

8 稲山　貴大 海城高等学校 高校３年生 東京都

9 井上　賢紀 金蘭千里高等学校 高校２年生 大阪府

10 魚住　翔 筑波大学附属駒場高等学校 高校３年生 東京都

11 宇佐見　正志 愛知県立一宮高等学校 高校３年生 愛知県

12 榎　優一 灘高等学校 高校１年生 兵庫県

13 江馬　英信 灘高等学校 高校１年生 兵庫県

14 大岡　知樹 愛知県立時習館高等学校 高校３年生 愛知県

15 大久保　岳 茨城県立土浦第一高等学校 高校３年生 茨城県

16 大森　亮 灘高等学校 高校１年生 兵庫県

17 岡本　泰平 大阪星光学院高等学校 高校２年生 大阪府

18 岡本　史也 神奈川県立柏陽高等学校 高校３年生 神奈川県

19 奥野　将人 石川県立小松高等学校 高校３年生 石川県

20 奥村　瞭平 福井県立藤島高等学校 高校３年生 福井県

21 越智　光樹 愛媛県立今治西高等学校 高校３年生 愛媛県

22 落合　宏平 山梨県立甲府南高等学校 高校２年生 山梨県

23 音田　知希 鳥取県立倉吉東高等学校 高校３年生 鳥取県

24 笠浦　一海 開成高等学校 高校２年生 東京都

25 金子　悠輝 山梨県立甲府南高等学校 高校３年生 山梨県

26 川井　彩耶 南山高等学校 高校２年生 愛知県

27 川畑　幸平 灘高等学校 高校２年生 兵庫県

28 川村　遊 三重県立四日市高等学校 高校３年生 三重県

29 北野　研 石川県立金沢泉丘高等学校 高校３年生 石川県

30 串﨑　康介 埼玉県立川越高等学校 高校３年生 埼玉県

31 工藤　耕司 明法高等学校 高校３年生 東京都

32 国吉　秀鷹 昭和薬科大学附属中学校 中学３年生 沖縄県

33 呉本　達哉 樹徳高等学校 高校３年生 群馬県

34 小林　伸 山梨学院大学附属高等学校 高校２年生 山梨県

35 小松原　航 筑波大学附属駒場高等学校 高校３年生 東京都

36 榊　真吾 茨城県立水戸第一高等学校 高校３年生 茨城県

37 阪口　洋至 慶應義塾高等学校 高校１年生 神奈川県

38 坂田　諒一 奈良県立奈良高等学校 高校３年生 奈良県

39 櫻井　幹生 本郷高等学校 高校３年生 東京都
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40 佐々木　毅 攻玉社高等学校 高校３年生 東京都

41 笹森　瞳 筑波大学附属高等学校 高校３年生 東京都

42 佐藤　遼太郎 秀光中等教育学校 高校３年生 宮城県

43 鈴木　拓実 福井県立藤島高等学校 高校３年生 福井県

44 関浦　皓史 石川県立小松高等学校 高校３年生 石川県

45 高松　功 富山県立富山中部高等学校 高校２年生 富山県

46 武田　広大 福岡県立修猷館高等学校 高校３年生 福岡県

47 立花　勁史 愛媛県立松山南高等学校 高校３年生 愛媛県

48 田中　駿士 岡山県立岡山朝日高等学校 高校２年生 岡山県

49 筑摩　雅彦 多治見西高等学校 高校２年生 岐阜県

50 堤　真人 大阪星光学院高等学校 高校２年生 大阪府

51 徳永　大祐 静岡県立磐田南高等学校 高校３年生 静岡県

52 内藤　智也 東海高等学校 高校３年生 愛知県

53 中塚　洋佑 滋賀県立膳所高等学校 高校２年生 滋賀県

54 中村　駿甫 千葉県立千葉高等学校 高校２年生 千葉県

55 野﨑　悦 筑波大学附属駒場中学校 中学３年生 東京都

56 原　大介 宮崎県立宮崎西高等学校 高校３年生 宮崎県

57 日髙　拓也 福岡県立修猷館高等学校 高校３年生 福岡県

58 福永　健悟 東邦大学付属東邦高等学校 高校３年生 千葉県

59 藤原　一暁 大阪星光学院高等学校 高校２年生 大阪府

60 船曳　敦漠 桐朋高等学校 高校２年生 東京都

61 松岡　利典 広島城北高等学校 既卒生 広島県

62 松村　直也 北嶺高等学校 高校３年生 北海道

63 宮浦　浩美 石川県立小松高等学校 高校３年生 石川県

64 森　泉 東京都立小石川中等教育学校 高校１年生 東京都

65 森川　巧麻 愛媛県立西条高等学校 高校３年生 愛媛県

66 山浦　豪将 巣鴨高等学校 高校３年生 東京都

67 山田　祐太朗 筑波大学附属駒場高等学校 高校２年生 東京都

68 山村　篤志 灘高等学校 高校３年生 兵庫県

69 山本　柊人 愛媛大学附属高等学校 高校３年生 愛媛県

70 山本　英明 片山学園高等学校 高校３年生 富山県

71 横井　康一 北海道札幌南高等学校 既卒生 北海道

72 吉川　成輝 開成高等学校 高校１年生 東京都

73 劉　霊輝 筑波大学附属駒場高等学校 高校３年生 東京都

74 呂　嘉誠 灘高等学校 高校３年生 兵庫県

75 渡邊　正理 本郷高等学校 高校２年生 東京都
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