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※空き射座 　(練習を希望する選手は受付へ申し出て下さ 　
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射座

1

2
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5 兵庫県 吉政　咲帆子 徳島県 竹内　瑞希 岐阜県 永野　鈴夏 山梨県 村松　魅弥

6 東京都 鈴木　花佳 滋賀県 松永　日奈子 茨城県 藏谷　美桜 神奈川県 浅利　弥由

7 岐阜県 松原　遥か 茨城県 石島　実咲 千葉県 大野　結晶 岐阜県 駒形　美里

8 徳島県 宮崎　眞帆 岐阜県 平野　麻衣 東京都 德光　さゆり 徳島県 竹田　麻耶

9 岐阜県 𠮷𠮷村　花香 千葉県 泉舘　玲香 滋賀県 山森　月乃 宮城県 竹島　夢乃

10 埼玉県 嘉部　恋 岐阜県 溝脇　楓 愛媛県 日野　優莉 奈良県 樋口　聖都

11 岐阜県 古田　有菜 埼玉県 山田　美織 愛知県 鷲見　綾 東京都 大根原　望愛

12 埼玉県 佐藤　桜 茨城県 関口　美奈海 徳島県 谷口　莉子 埼玉県 竹内　ひまり

13 群馬県 久保田　奏 愛媛県 上松　真心 東京都 岡部　綾 大分県 山本　琴未

14 静岡県 永井　佑未 島根県 西原　瑞葵 埼玉県 本橋　栞奈 徳島県 松宮　沙也加

15 滋賀県 松本　奈々 東京都 大門　ここな 千葉県 木村　萌菜 兵庫県 森川　実紅

16 愛知県 髙下　美羽 岐阜県 田中　祐奈 滋賀県 島田　智未 愛媛県 泉　摩阿

17 高知県 村中　美月 徳島県 勝瀬　こころ 徳島県 城間　羽晏 栃木県 山田　実果

18 岐阜県 山田　かれん 茨城県 鈴木　栞 和歌山県 牧野　珀久 埼玉県 入江　瑞樹

19 茨城県 塚本　真優 岐阜県 寺町　知恵 埼玉県 新井　陽菜 岐阜県 下垣内　あい

20 岐阜県 平野　佳那 山梨県 深澤　碧 岐阜県 葛西　彩有 埼玉県 山﨑　柚奈

21 山梨県 山本　碧衣 愛知県 南部　帆香 千葉県 小林　智聡 神奈川県 志村　結菜

22 栃木県 武田　心那 埼玉県 飯山　姫羅々 宮城県 髙山　奏羽 千葉県 加藤　ののは

23 和歌山県 木下　絵蓮 高知県 山田　咲来 岐阜県 三浦　エリー 岐阜県 小倉　英紅

24 愛知県 矢口　来夢 宮城県 神田　優希 静岡県 村松　佳香 兵庫県 田中　日菜子

25 徳島県 木内　彩葵 徳島県 加藤　愛理 千葉県 山内　志野 島根県 西　彩佳

26 埼玉県 山崎　夏子 岐阜県 平野　真歩 岐阜県 長屋　晴子 愛知県 稲垣　更紗

27 茨城県 池田　悠里 埼玉県 松澤　美佑 徳島県 岡部　朱里 静岡県 和田　愛加里

28 埼玉県 高橋　莉央 東京都 菊川　成美 茨城県 仲鉢　祥 千葉県 大市　桃樺

29 徳島県 新田　凜 岐阜県 大見　さくら 埼玉県 柳澤　灯 徳島県 尾花　美咲

30 愛知県 坂部　綾香 滋賀県 勝見　唯夏 香川県 浅田　樹 香川県 南原　怜奈

31 愛媛県 明山　美羽 千葉県 足立　琴音 東京都 有松　奈津 三重県 藤枝　乙葉

32 埼玉県 眞仁田　みゆ 愛知県 柴田　早貴 茨城県 峰　風花 岐阜県 熊田　希美

33 千葉県 長野　みちる 岐阜県 田邉　伶奈 大分県 田中　望夢 徳島県 東城　諒香

34 東京都 後藤　花 埼玉県 鹿野　美保里 埼玉県 吉澤　珠理 岐阜県 立川　天音

35 大分県 溝江　花菜 東京都 高橋　優月 群馬県 桑原　汐璃 滋賀県 中村　心紅

36 宮城県 三好　愛佳理 群馬県 馬塲　澪 山梨県 入戸野　舞香 岐阜県 竹智　友南

37 千葉県 広瀬　こころ 三重県 小黒　百香 愛知県 弓削　美波 埼玉県 橋本　心優

38 茨城県 大野　沙耶 大分県 杉浦　麻倫 岐阜県 豊木　詩織 愛媛県 福岡　希実

39 和歌山県 木下　真綸
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3 神奈川県 齋藤　梨衣 岐阜県 佐々木　歌桜 岐阜県 廣澤　百華 千葉県 山本　胡桃

4 群馬県 北川　愛 愛知県 尾崎　樹 茨城県 佐々木　真由 愛知県 伊藤　日陽

5 岐阜県 長屋　晴子 東京都 西田　葵 大分県 三ヶ尻　心 奈良県 土居　栞

6 島根県 石倉　夕海 千葉県 木津谷　海乃 滋賀県 田畑　実菜 茨城県 松本　朋美

7 岐阜県 山中　聖加 兵庫県 生野　真菜 岐阜県 𠮷𠮷村　花香 東京都 佐藤　琳

8 徳島県 岡部　朱里 島根県 南　美希 千葉県 溝渕　きりの 茨城県 金丸　歌純

9 愛媛県 松下　彩香 岐阜県 進藤　ひなた 高知県 武市　愛理 岐阜県 寺町　知恵

10 和歌山県 木下　潮音 神奈川県 浅利　弥由 東京都 後藤　花 茨城県 村上　天美

11 山梨県 渡邊　琴音 高知県 阿部　花論 愛媛県 森実　あずみ 愛媛県 東　晴七

12 栃木県 黒川　真希 岐阜県 熊田　希美 千葉県 鈴木　和奈
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2 東京都 湊　祐貴 徳島県 村岡　優太 宮城県 向山　琢磨 大分県 田井中　勇吹樹

3 茨城県 寺田　征実 岐阜県 山田　崇太 岐阜県 古瀬　廉 埼玉県 酒井　亮太朗

4 愛媛県 飯田　大侑 埼玉県 武田　琉太郎 滋賀県 大田　陽生 和歌山県 大谷　涼太

5 徳島県 井内　拓 岐阜県 天池　旦 静岡県 武澤　逸人 栃木県 叶世　涼生

6 岐阜県 進藤　健 群馬県 野口　諒太 岐阜県 三輪　海斗 島根県 小林　竜馬

7 埼玉県 梅木　竜一 岐阜県 和田　拓真 埼玉県 黒澤　樹 埼玉県 陳野　倫平

8 東京都 田中　駿 徳島県 川元　翔太 大分県 秀平　拓希 滋賀県 藤田　峻平

9 群馬県 新井　裕人 岐阜県 松浦　悠斗 栃木県 野沢　勇翔 愛媛県 松本　怜志

10 埼玉県 小山　祐生 三重県 秦　浩介 福井県 佐々木　快 徳島県 山根　和也

11 岐阜県 伊藤　光希 岐阜県 小鞠　光琉 徳島県 遠藤　俊樹 宮城県 武川　颯樹

12 愛知県 岡田　悠 埼玉県 平井　昌 滋賀県 池本　隆哉 東京都 大橋　拓海

13 滋賀県 廣岡　利来 神奈川県 ギャンビル　ウィリアム　海音 埼玉県 今　泰人 兵庫県 秋山　尚輝

14 愛知県 栗下　幸大 岐阜県 永野　祥誠 岐阜県 山本　友哉 徳島県 森　優人

15 茨城県 岩本　翔太 埼玉県 小久保　雄太 埼玉県 井上　碧斗 福井県 宮内　晴巨

16 徳島県 杉山　魁 徳島県 北添　元康 滋賀県 後藤　琉希 徳島県 藤田　涼甫

17 山梨県 三枝　駿 福井県 本間　日向 徳島県 浜田　有都 富山県 本多　玲祐

18 大分県 佐藤　高史郎 滋賀県 鰺坂　拓琉 岐阜県 古田　純大 埼玉県 白石　祐人

19 岐阜県 白井　駿 茨城県 本橋　一馬 埼玉県 三浦　克仁 愛知県 本村　優宜

20 徳島県 林　優介 東京都 落田　優太 三重県 宮﨑　大輔 富山県 吉澤　和起

21 富山県 中谷　健太郎 宮城県 新沼　唯斗 山梨県 三浦　浩明 新潟県 志村　成琉

22 東京都 中瀬　智己 滋賀県 安松　将吾 群馬県 花垣　葵 岐阜県 寺尾　一朗

23 岐阜県 渡邊　成音 愛知県 中川　尚哉 千葉県 小関　賢登 栃木県 中川　峻

24 埼玉県 関口　慈英 徳島県 山内　音和 徳島県 竹内　裕登　 滋賀県 切通　拓歩

25 栃木県 上野　健汰 千葉県 吉野　拓海 東京都 愼　悠太 千葉県 太田　虎快

26 岐阜県 横路　蘭太郎 和歌山県 平嶋　麟太郎 岐阜県 山下　由翔 岐阜県 杉山　怜央

27 三重県 村山　秋人 富山県 本多　隼祐 秋田県 榎　春音 埼玉県 中村　宥介

28 徳島県 山田　慮宇 山梨県 小原　豪 岐阜県 巣山　和弥 東京都 丸山　貴人

29 岐阜県 山本　澄隆　 静岡県 大石　義真 徳島県 高島　和志 岐阜県 松島　朔矢

30 埼玉県 阿久澤　秀之 愛媛県 川中　大輝 愛知県 長谷川　太一 長野県 山崎　貴頌

31 徳島県 森野　星弥 栃木県 佐藤　勇輝 茨城県 習田　楓空 島根県 松井　晴基

32 東京都 大塩　勇斗 大分県 河内　和己 宮城県 中島　広暉 群馬県 前島　湊

33 宮城県 向川　颯 東京都 葉　泰宏 島根県 尾﨑　星那 愛媛県 渕川　高敬

34 長野県 柳沢　充 茨城県 吉田　悠輔 愛媛県 山口　大喜 山梨県 篠原　流星

35 滋賀県 辻井　大知 埼玉県 宮里　蒼大 東京都 内田　英寿 静岡県 増田　温斗

36 岐阜県 河本　弦希 愛知県 浜田　蓮 茨城県 松田 　光政 滋賀県 奥村　侑平

37 徳島県 姫野　遥斗 埼玉県 岡田　純也 埼玉県 長谷川　竜矢 岐阜県 神山　晃太

38 千葉県 加瀬　蓮弥 愛知県 都築　由汰 愛知県 坂部　快晴 埼玉県 奥村　琢磨

39 富山県 米本　勝 埼玉県 永野　友翔 埼玉県 橋本　昂希 東京都 関口　雅紀

40 東京都 矢口　瑛貴 岐阜県 梅溪　得道 岐阜県 永野　祥嵩 岐阜県 糸井川　司

41 岐阜県 長屋　海良 大阪府 西垣　海斗 栃木県 木村　優希
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2 大分県 下津　源也 埼玉県 新井　皐大 宮城県 向川　颯 徳島県 井内　拓 岐阜県 青木　柊磨

3 愛媛県 都築　翔馬 滋賀県 柏木　秀喜 徳島県 岸　佑一郎 茨城県 吉田　理矩 山梨県 有賀　愛斗

4 愛知県 内木　智也 岐阜県 田中　柊士 岐阜県 野中　奨矢 愛知県 上井　大夢 徳島県 瀬部　嵐

5 奈良県 平川　黎 愛知県 加藤　颯 富山県 中谷　健太郎 東京都 中村　智輝 愛知県 坂本　拓巳

6 岐阜県 木村　奎佑 岐阜県 神山　晃太 愛媛県 池本　翔馬志 岐阜県 関島　康太 岐阜県 牧野　有希

7 愛知県 廣瀬　匠 茨城県 平畑　力 福井県 山口　純輝 埼玉県 横田　大和 島根県 佐藤　宝仁

8 岐阜県 山本　友哉 兵庫県 柳井　陽 奈良県 作田　倫一 岐阜県 服部　洋仁 千葉県 宮澤　優雅

9 高知県 川澤　十三 埼玉県 小屋　郁翔 埼玉県 平野　翔大 千葉県 八田　泰寿 秋田県 奥山　隆史

10 富山県 本多　玲祐 徳島県 岩佐　正貴 愛知県 都築　力司 富山県 本多　隼祐 愛媛県 髙本　剛瑠

11 宮城県 渡邉　涼介 大分県 森田　竜成 三重県 村山　秋人 埼玉県 松田　健太郎 岐阜県 𠮷𠮷村　和徳

12 神奈川県 齋藤　一斗 栃木県 仲田　尊 岐阜県 三輪　顕士 東京都 中瀬　智己 愛知県 眞野　健

13 島根県 若松　那保希 愛知県 神本　宏輔 滋賀県 川島　陽
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