
学校名 学年 名前 フリガナ

ロシア民族友好大学農業技術大学 3 AVETISYAN Emma アヴェチシャン エンマ

関西大学 1 阿江 祥吾 アエ ショウゴ

灘高校 1 青木 大将 アオキ ダイスケ

京都大学 3 青木 大哲 アオキ ダイテツ

山形大学 1 青柳 俊希 アオヤギ トシキ

愛知工業大学 3 秋山 拓哉 アキヤマ タクヤ

電気通信大学 2 秋山 祐威 アキヤマ ユウイ

麻布高校 3 秋山 航海 アキヤマ ワタル

日本大学三島高校 1 阿久津 智大 アクツ トモヒロ

早稲田大学 2 朝妻 幸太郎 アサツマ コウタロウ

大阪府立佐野工科高等学校 1 浅野 龍太郎 アサノ リュウタロウ

関西学院大学 2 芦北 夏輝 アシキタ ナツキ

東京都市大学 2 麻生 大貴 アソウ ヒロキ

兵庫県立大学 1 足立 優樹 アダチ ユウキ

東京大学大学院 D3 阿部 晃大 アベ アキヒロ

東北大学 2 阿部 駿弥 アベ シュンヤ

麻布高校 3 洗井 輝 アライ テル

早稲田大学 4 新栄 賢多 アラエ ケンタ

九州大学 1 有田 光佑 アリタ コウスケ

モスクワ国立建築大学 3 ARTENIAN Andranik アルテニアン アンドラニク

東京大学 2 淡路 広喜 アワジ ヒロキ

岩手中学校 2 安藤 源之助 アンドウ ゲンノスケ

麻布高校 3 飯塚 健太 イイヅカ ケンタ

島根県立大学 1 家迫 秀和 イエサコ ヒデカズ

信州大学 1 五十嵐 丈大 イカラシ タケヒロ

法政大学 2 池田 大一勢 イケダ タイセイ

横浜国立大学 2 池田 龍之介 イケダ リュウノスケ

灘中学校 M1 石井 想 イシイ ソウ

東京大学A 4 石井 康明 イシイ ヤスアキ

金沢大学 3 石川 翔一 イシカワ ショウイチ

東京大学 2 石川 誠也 イシカワ セイヤ

松山大学 1 石川 琳太郎 イシカワ リンタロウ

岡山大学 1 石城戸 輪也 イシキド リンヤ

東京大学 1 石水 浩喜 イシミズ ヒロキ

法政大学 2 石本 大吉 イシモト ダイキチ

習志野市立第一中学校 3 礒谷 真帆 イソタニ マホ

金沢大学 2 磯野 泰輔 イソノ タイスケ

中部大学春日丘中学校 2 磯谷 祐維 イソヤ ユイ

南山大学 1 市川 駿磨 イチカワ シュンマ

東京大学 1 一柳 里樹 イチヤナギ サトキ

浅野高校 3 一方井 遼佑 イッカタイ リョウスケ

日本大学 1 伊藤 明日翔 イトウ アスカ

金沢大学 1 伊藤 啓介 イトウ ケイスケ

中部大学春日丘中学校 1 伊藤 慧 イトウ サトル

名城大学 1 伊藤 彰悟 イトウ ショウゴ

山口大学 1 伊藤 大智 イトウ ダイチ

浅野中学校 3 糸田 昂平 イトダ コウヘイ



日本大学三島中学校 1 稲葉 祐輔 イナバ ユウスケ

近畿大学附属高等学校 2 井上 隆誠 イノウエ リュウセイ

早稲田大学 1 今井 悠斗 イマイ ユウト

関西大学 3 入口 貴文 イリグチ タカフミ

東北大学 1 岩井 瑠杜 イワイ リュウト

早稲田大学 1 岩城 貴志 イワキ タカシ

名古屋大学 3 岩城 善伸 イワキ ヨシノブ

京都大学 2 岩﨑 絢子 イワサキ アヤコ

岩手中学校 1 岩﨑 唯人 イワサキ ユイト

東京工業大学 M1 上田 敬人 ウエダ ノリヒト

香川大学 2 植田 晴貴 ウエダ ハルキ

高槻高校 3 上村 宙輝 ウエムラ ヒロキ

立命館大学 2 宇城 香祐 ウシロ キョウスケ

麻布高校 3 内山 貴裕 ウチヤマ タカヒロ

岩手中学校 1 梅里 爽希 ウメサト ソウキ

大阪ＹＭＣＡインターナショナルハイスクール 2 梅本 康弘 ウメモト ヤスヒロ

京都府立医科大学 4 江上 正史 エガミ マサシ

麻布高校 3 江﨑 蘭世 エサキ ナンセ

東北大学 4 越後 雅邦 エチゴ マサクニ

明治大学 3 江藤 和志 エトウ カズシ

滋賀大学 1 榎 祥太朗 エノキ ショウタロウ

信州大学 2 蛯名 新 エビナ シン

千葉大学 M2 遠藤 公一 エンドウ コウイチ

中央大学 2 遠藤 滉斗 エンドウ ヒロト

奈良教育大学附属中学校 3 遠藤 寛也 エンドウ ヒロヤ

日本大学 3 大木戸 篤史 オオキド アツシ

北海道大学 3 大澤 啓二 オオサワ ケイジ

大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 1 大塩 幹 オオシオ ミキ

浜松市立浜名中学校 2 大城 千花 オオシロ チカ

静岡県立浜松北高校 1 大城 快之 オオシロ ヨシユキ

岩手高校 1 大塚 瑛斗 オオツカ エイト

静岡大学 2 大道 崇史 オオミチ タカシ

立命館大学 3 大桃 康 オオモモ コウ

麻布中学校 3 岡 尚紀 オカ タカユキ

日本大学三島高校 3 小笠原 斐 オガサワラ アヤル

川西市立牧の台小学校 6 岡田 想太 オカダ ソウタ

東京大学 1 岡田 涼太郎 オカダ リョウタロウ

法政大学 1 岡部 寛大 オカベ カンタ

寝屋川市立中央小学校 4 岡本 晏吏 オカモト アンリ

灘中学校 3 岡本 学 オカモト マナブ

府中小学校 1 岡森 志穂 オカモリ シホ

府中小学校 2 岡森 美吹 オカモリ ミブキ

明治大学 1 荻野 哲史 オギノ サトシ

東京大学 2 荻原 雅範 オギワラ マサノリ

島根県立大学 1 奥田 翔真 オクダ ショウマ

神戸大学 4 奥田 崇文 オクダ タカフミ

早稲田大学 M2 奥村 克彦 オクムラ カツヒコ

日本大学 2 奥村 匠 オクムラ ショウ



北陸先端科学技術大学院大学 M2 奥村 大河 オクムラ タイガ

北海道大学 2 長田 裕貴 オサダ ユウキ

藤枝明誠高校 2 小澤 慶尚 オザワ ケイショウ

清教学園高等学校 1 小田 和樹 オダ カズキ

日本大学 2 小田切 葉月 オダギリ ハヅキ

明治大学 3 小田島 研太 オダシマ ケンタ

日本大学三島中学校 1 越智 彩斗 オチ アヤト

関西創価中学校 2 小野 哲生 オノ テツオ

松山大学 4 小野 真道 オノ マサミチ

鳥取大学附属中学校 1 小畑 悠太朗 オバタ ユウタロウ

奈良市立東登美ヶ丘小学校 6 梶野 大悟 カジノ ダイゴ

大阪大学 2 香月 郁文 カツキ イクフミ

同志社大学 1 勝本 篤 カツモト アツシ

関西大学 2 勝本 健太郎 カツモト ケンタロウ

東京大学 1 加藤 寿美香 カトウ スミカ

浅野中学校 3 加藤 匠真 カトウ タクマ

愛知大学 4 加藤 靖貴 カトウ ヤスタカ

浜松市立入野中学校 1 加藤 友真 カトウ ユウマ

日本大学 1 金井 孝之 カナイ タカユキ

東北大学 2 金井 天馬 カナイ テンマ

明治大学 2 金田 裕輔 カナタ ユウスケ

滋賀大学 4 金山 昌英 カナヤマ マサヒデ

大阪星光学院中学校 1 鎌田 皓介 カマダ コウスケ

滋賀大学 1 鎌田 利子 カマタ リコ

静岡大学 1 神谷 友暁 カミヤ トモアキ

島根県立大学 3 嘉本 京太 カモト キョウタ

京都大学 3 河合 駿 カワイ シュン

灘高等学校 3 川上 健 カワウエ ケン

麻布高校 3 川口 航平 カワグチ コウヘイ

東京大学 4 河澄 宙樹 カワズミ ヒロキ

京都文教高等学校 1 川原 笙嘉 カワハラ ショウカ

東京都市大学 2 河村 俊輔 カワムラ シュンスケ

東京大学 2 神戸 健太郎 カンベ ケンタロウ

京都文教高等学校 1 菊池 伊織 キクチ イオリ

岩手高校 1 菊池 悦朗 キクチ エツロウ

麻布高校 3 菊池 舜 キクチ シュン

ウスリースク市 28 番学校 1 KISELEVA Ekaterina キセレヴァ エカテリナ

大阪商業大学 2 喜多 正太郎 キタ ショウタロウ

灘高等学校 3 北川 尚政 キタガワ ナオマサ

千葉大学 1 杵鞭 慶 キネムチ ケイ

中央大学 1 木下 郁 キノシタ カオル

京都大学 2 木村 建斗 キムラ ケント

横浜市立大学 4 木村 貴洋 キムラ タカヒロ

名古屋大学 1 木村 陸 キムラ リク

金沢大学 1 清澤 匠 キヨサワ タクミ

岩手県立大学 1 久慈 透也 クジ トウヤ

貴志中学校 1 楠本 一斗 クスモト カズト

高松市立香東中学校 2 國井 大彰 クニイ ヒロアキ



島根大学 3 國中 柾希 クニナカ マサキ

名城大学 3 久野 晃弘 クノ アキヒロ

玉城中学校 3 久保 寛太 クボ カンタ

きのくに子どもの村学園 6 久保 日向太 クボ ヒナタ

広島大学 5 熊谷 和浩 クマガイ カズヒロ

法政大学 2 熊谷 奏 クマガイ カナエ

早稲田大学 1 倉井 陽輔 クライ ヨウスケ

日本大学三島中学校 3 倉持 誠 クラモチ マコト

岩手高校 1 蔵谷 功 クラヤ コウ

モスクワ工科大学 1 KRYMSKAYA Maria クリムスカヤ マリア

モスクワ国立測量大学 3 KRETOV Roman クレトフ ロマン

名城大学 2 黒川 和樹 クロカワ カズキ

法政大学 1 黒木 亮太 クロキ リョウタ

守口支援学校高等部 2 黒澤 英真 クロサワ エイマ

守口支援学校高等部 2 黒澤 南旺 クロサワ ナオ

静岡大学 2 小池 聖也 コイケ マサヤ

東京工業大学 2 小泉 友人 コイズミ トモヒト

岡山大学 2 香西 悠真 コウザイ ユウマ

法政大学 3 小柴 勇希 コシバ ユウキ

堺市立三国丘中学校 1 小島 一輝 コジマ カズキ

和歌山大学附属小学校 4 小杉 康仁 コスギ ヤスヒト

麻布高校 3 小杉 麟太郎 コスギ リンタロウ

東北大学 2 小菅 将斗 コスゲ マサト

麻布中学校 1 小寺 智樹 コデラ トモキ

東京都市大学 2 小鉢 直希 コバチ ナオキ

龍谷大学 4 小林 憲治 コバヤシ ケンジ

金沢大学 2 小林 淳平 コバヤシ ジュンペイ

京都大学 1 小林 伸平 コバヤシ シンペイ

和泉市立いぶき野小学校 4 小林 誠 コバヤシ マコト

麻布中学校 3 小原木 創太 コハラギ ソウタ

東京都市大学 3 小藤 遼平 コフジ リョウヘイ

立命館大学 2 駒林 寛己 コマバヤシ ヒロキ

横浜国立大学 1 小宮 悠 コミヤ ヒサシ

神戸大学 1 小柳 幸平 コヤナギ コウヘイ

岩手県立大学 1 小山 真央 コヤマ マオ

香川大学 2 近藤 守 コンドウ マモル

名古屋大学 3 近藤 亮佑 コンドウ リョウスケ

東北大学 2 斎田 涼裕 サイタ アツヒロ

大阪商業大学 4 齋藤 柚 サイトウ ユウ

中央大学 1 佐伯 駿介 サエキ シュンスケ

福岡大学 2 佐伯 雄一朗 サエキ ユウイチロウ

大阪市立北中島小学校 5 榊 大輝 サカキ ダイキ

金沢大学 2 坂口 智暉 サカグチ トモキ

島根県立大学 1 阪本 航士 サカモト コウシ

早稲田大学 1 相良 嵩 サガラ タカシ

東京大学 1 桜 剛 サクラ ツヨシ

立命館大学 3 櫻井 飛嘉 サクライ アスカ

筑波大学附属駒場高校 1 櫻井 徳吾 サクライ トウゴ



松山大学 2 佐々木 康介 ササキ コウスケ

東京都市大学 2 佐々木 皓大 ササキ コウダイ

東京大学 3 佐々木 昴 ササキ スバル

浜松西高校 M2 佐々木 拓海 ササキ タクミ

東京工業大学 3 佐々木 仁之 ササキ ヒトシ

茨木市立平田中学校 1 佐々木 唯照 ササキ ユイショウ

播磨町立播磨南小学校 5 佐々木 優綺 ササキ ユウキ

岡山大学 1 佐藤 解 サトウ カイ

静岡大学 2 佐藤 謙吾 サトウ ケンゴ

麻布高校 3 佐藤 匠 サトウ タクミ

東北大学 3 佐藤 健裕 サトウ タケヒロ

新潟大学 3 佐藤 史崇 サトウ フミタカ

寝屋川市立第六中学校 3 里田 熙 サトダ ヒカル

法政大学 2 里見 麗 サトミ レイ

四日市市立南中学校 3 眞田 あくばる サナダ アクバル

向日市立第四向陽小学校 4 眞田 優陽 サナダ ユウヒ

麻布高校 3 三瓶 大志 サンペイ ヒロシ

明治大学 2 椎名 一輝 シイナ イッキ

東京工業大学 2 椎野 良介 シイノ リョウスケ

灘高校 3 塩尻 天志 シオジリ タカシ

電気通信大学 1 塩田 雅弘 シオダ マサヒロ

西宮市立東山台小学校 6 信楽 直希 シガラキ ナオキ

千葉大学 4 柴崎 和良 シバザキ カズヨシ

京都大学 4 柴田 大輔 シバタ ダイスケ

加古川市立氷丘南小学校 5 芝原 功輝 シバハラ コウキ

東京大学（E） 1 嶋村 寧人 シマムラ ヤスト

麻布高校 3 清水 爽矢 シミズ ソウヤ

松山市立福音小学校 4 清水 知己 シミズ トモキ

大阪市立大学 1 下西 哲伸 シモニシ アキノブ

東北大学 3 東海林 知輝 ショウジ トモキ

電気通信大学 1 庄野 理一 ショウノ リイチ

藤枝明誠高等学校 1 白井 颯太 シライ ソウタ

東北大学 4 白川 祐基 シラカワ ユウキ

神戸大学 1 白河原 拓実 シラカワラ タクミ

早稲田大学 2 白鳥 哲嗣 シラトリ テツシ

モスクワ国立建築大学 3 SVESHNIKOV Evgenii スヴェシニコフ エブゲニイ

北海道大学 1 末永 学 スエナガ マナブ

大阪学院大学 2 杉田 祐弥 スギタ ユウヤ

大阪経済法科大学 1 杉村 涼太朗 スギムラ リョウタロウ

立命館大学 6 杉本 英希 スギモト ヒデキ

麻布学園麻布中学校 M2 鈴木 空 スズキ ソラ

広島工業大学 4 住田 涼 スミダ リョウ

日本大学三島中学校 2 住吉 理登 スミヨシ リト

日本大学三島中学校 3 関 優馬 セキ ユウマ

大阪学院大学 2 関谷 雅之 セキタニ マサユキ

横浜高校 2 銭本 裕生 ゼニモト ヒロオ

立命館大学 2 銭本 幹生 ゼニモト ミキオ

千葉大学 1 染谷 豪 ソメヤ ゴウ



日本大学三島高校 3 征矢 寛汰 ソヤ カンタ

島根大学 1 垰田 憲二 タオダ ケンジ

日本大学三島中学校 3 高田 晃希 タカダ コウキ

早稲田大学 4 高橋 海渡 タカハシ カイト

浜名小学校 3 高橋 昂樹 タカハシ コウキ

浜名中学校 1 高橋 大樹 タカハシ ダイキ

京都大学 2 高橋 敏史 タカハシ トシフミ

大阪府立春日丘高等学校 1 高山 渓汰 タカヤマ ケイタ

灘中学校 3 高山 知大 タカヤマ チヒロ

東京大学 3 竹井 大輔 タケイ ダイスケ

山梨大学 4 竹内 甲 タケウチ カブト

灘高校 3 武内 祐哉 タケウチ ユウヤ

金沢大学 1 竹田 宜弘 タケダ ヨシヒロ

東洋大学 1 武田 竜治 タケダ リュウジ

和歌山大学附属小学校 4 竹中 太利 タケナカ タイリ

東京大学 2 武縄 真和 タケナワ マサカズ

香川大学 1 竹本 朋樹 タケモト トモキ

京都大学 3 田尻 健太 タジリ ケンタ

浅野高校 3 立野 時康 タツノ トキヤス

広島大学 4 伊達 宗広 ダテ ムネヒロ

東京大学 4 田中 孝志郎 タナカ コウシロウ

広島学院高校 1 田中 倫規 タナカ トモノリ

横浜国立大学 1 田中 勇貴 タナカ ユウキ

法政大学 1 田中 涼太郎 タナカ リョウタロウ

山口大学 2 田邊 春樹 タナベ ハルキ

金沢大学 1 田邊 悠也 タナベ ユウヤ

寝屋川市立第三中学校 2 谷 直樹 タニ ナオキ

京都大学 4 谷舖 直人 タニシキ ナオト

高槻市立安岡寺小学校 5 谷知 颯太 タニチ ソウタ

福岡県立柏陵高等学校 2 玉木 健介 タマキ ケンスケ

横浜国立大学 1 田村 成 タムラ ジョウ

明治大学 4 田谷 仁志 タヤ ヒトシ

京都大学 4 段松 侑太 ダンマツ ユウタ

大阪経済法科大学 2 千種 玲央 チグサ レオ

日本大学 3 地田 一矢 チダ カズヤ

横浜高校 3 千野 啓人 チノ ケイト

大阪市立大学 2 辻 祐希 ツジ ユウキ

浅野高校 3 津田 英俊 ツダ ヒデトシ

大和大学 3 常重 陽彦 ツネシゲ ハルヒコ

立命館大学 4 津野 正 ツノ タダシ

大阪大学 3 坪井 俊樹 ツボイ トシキ

徳島大学 4 寺谷 仁志 テラタニ ヒトシ

敦賀市立粟野小学校 6 戸川 悠二郎 トガワ ユウジロウ

横浜国立大学 3 利光 遼 トシミツ リョウ

京都大学 4 轟 温人 トドロキ アツト

履正社高校 2 長尾 匠真 ナガオ タクマ

岩手県立大学 3 中川 滉生 ナカガワ コウセイ

東北大学 2 中島 一博 ナカシマ カズヒロ



岐阜県立加茂高等学校 3 中島 灯希 ナカジマ トモキ

新潟大学 4 中島 陽平 ナカジマ ヨウヘイ

大商学園高等学校 2 長田 勇輝 ナガタ ユウキ

麻布中学校 1 長瀧 航太 ナガタキ コウタ

同志社大学 5 仲谷 仁志 ナカタニ ヒトシ

早稲田大学 2 仲津留 大樹 ナカツル ヒロキ

早稲田大学 2 中野 泰義 ナカノ ヤスヨシ

東京大学 1 永野 里奈 ナガノ リナ

島根大学 2 中原 怜 ナカハラ レイ

大阪工業大学 1 中東 佑真 ナカヒガシ ユウマ

島根大学 2 中村 健人 ナカムラ ケント

新田高校 3 中村 幸佑 ナカムラ コウスケ

麻布高校 3 中村 洋輝 ナカムラ ヒロキ

鳥取大学 2 中村 文哉 ナカムラ フミヤ

和歌山大学附属小学校 4 中村 涼成 ナカムラ リョウセイ

立命館大学 2 長森 優作 ナガモリ ユウサク

滋賀大学 1 長屋 陽祐 ナガヤ ヨウスケ

三重県立四日市高等学校 2 生川 康太朗 ナルカワ コウタロウ

神戸大学 2 名和 佑太 ナワ ユウタ

南山大学 1 西尾 隆広 ニシオ タカヒロ

金沢大学 2 西澤 佑亮 ニシザワ ユウスケ

同志社大学 1 西野 英之 ニシノ ヒデユキ

東京大学 2 西村 征馬 ニシムラ セイマ

島根大学 2 西村 豪広 ニシムラ タケヒロ

福岡市立下山門中学校 3 西山 祥暉 ニシヤマ ショウキ

北海学園大学 3 新田 祐平 ニッタ ユウヘイ

新潟大学 4 二瓶 高志 ニヘイ タカシ

明治大学 1 根本 峻輔 ネモト シュンスケ

法政大学 1 野澤 佑介 ノザワ ユウスケ

南山大学 4 野田 和靖 ノダ カズヤス

新田青雲中等教育学校 3 野中 匡俊 ノナカ マサトシ

横浜国立大学 2 野山 大樹 ノヤマ ヒロキ

東京大学 3 野依 孝生 ノヨリ タカキ

麻布中学校 2 則竹 奏城 ノリタケ ソウセイ

大阪府立三国丘高校 1 橋口 僚人 ハシグチ リョウト

米子松陰高等学校 3 橋嵜 卓万 ハシザキ タクマ

近畿大学泉州高等学校 1 橋向 航汰 ハシムカイ コウタ

泉大津高校 1 橋向 史弥 ハシムカイ フミヤ

神戸大学 4 橋本 学範 ハシモト タカノリ

西武学園文理高校 3 橋本 智佳子 ハシモト チカコ

奈良学園登美ヶ丘中学校 1 橋本 侑弥 ハシモト ユウヤ

岩手中学校 2 橋本 力 ハシモト リキ

金沢大学 1 長谷川 翔平 ハセガワ ショウヘイ

関西大学 2 花光 考基 ハナミツ コウキ

岡山大学 2 羽仁 豊 ハニ ユタカ

金沢大学 3 馬場 玄太郎 ババ ゲンタロウ

電気通信大学 4 馬場 匠 ババ タクミ

生駒市立大瀬中学校 2 濱田 健斗 ハマダ ケント



京都府立医科大学 5 浜辺 友也 ハマベ トモヤ

京都大学 3 林 賢治 ハヤシ ケンジ

帝塚山大学 1 林 宏親 ハヤシ ヒロチカ

岩手県立大学 1 林 博也 ハヤシ ヒロヤ

米子市立東山中学 1 林原 七音 ハヤシバラ ナオト

熊本大学教育学部附属中学校 3 葉山 創太 ハヤマ ソウタ

福岡県八幡工業高校 2 原口 素優左 ハラグチ ソウサ

東京大学C 4 原田 貴之 ハラダ タカユキ

モスクワ国立大学 4 KHARMUNOVA Nadezhda ハルムノヴァ ナジェジダ

モスクワコミュニケーション情報技術大学 4 KHARMUNOVA Nina ハルムノヴァ ニーナ

名古屋大学 2 坂 光平 バン コウヘイ

灘高校 1 日浅 雄大 ヒアサ タケヒロ

香川大学 2 樋口 恵悟 ヒグチ ケイゴ

三重大学 1 樋口 大祐 ヒグチ ダイスケ

東京大学 1 樋口 昌也 ヒグチ マサヤ

九州大学 4 樋口 雄大 ヒグチ ユウダイ

西大和学園高等学校 1 久徳 稜平 ヒサトク リョウヘイ

早稲田大学 1 樋園 翼 ヒゾノ ツバサ

信州大学 2 平井 康祐 ヒライ コウスケ

早稲田大学 3 平井 淳也 ヒライ ジュンヤ

大阪大学 4 平尾 祐太 ヒラオ ユウタ

早稲田大学 2 平野 和宏 ヒラノ カズヒロ

広島大学 3 福田 哲也 フクダ テツヤ

神戸大学 2 福田 百 フクダ モモ

関西大学 1 福浪 巧真 フクナミ タクマ

京都工芸繊維大学 2 藤井 薫 フジイ カオル

大阪大学 2 藤井 大貴 フジイ ダイキ

麻布高校 1 藤岡 泰世 フジオカ タイセイ

広島学院 3 藤島 凌 フジシマ リョウ

鳥取西高校 2 藤田 航輝 フジタ コウキ

金沢大学 1 藤田 貴博 フジタ タカヒロ

信州大学 1 藤野 裕太 フジノ ユウタ

広島学院高校 3 藤原 聡一郎 フジワラ ソウイチロウ

鳥取大学 4 古井 栄太郎 フルイ エイタロウ

広島学院高校 3 古田 大稀 フルタ ヒロキ

岩手中学校 3 古舘 晴人 フルダテ ハルト

岩手高校 2 古舘 陽生 フルダテ ヨウキ

静岡北高校 M3 古橋 拓海 フルハシ タクミ

東京都市大学 4 古山 卓 フルヤマ タク

サンクトペテルブルグ国立大学 2 PRONIN Kirill プローニン キリル

電気通信大学 1 朴木 憲史 ホウノキ ノリフミ

立命館大学 4 星田 雅弘 ホシダ マサヒロ

中央大学 1 星野 真俊 ホシノ マサトシ

京都大学 2 細川 輝明 ホソカワ テルアキ

立命館大学 3 堀田 浩太郎 ホッタ コウタロウ

南山大学 2 堀 直人 ホリ ナオト

鹿島学園高等学校 2 堀田 久里生 ホリタ クリオ

松山大学 4 堀本 知資 ホリモト カズシ



津市立久居中学校 1 本田 竜大 ホンダ リュウト

東京大学 1 前田 康熙 マエダ コウキ

立命館大学 4 牧 和宏 マキ カズヒロ

稲沢市立下津小学校 1 政岡 優 マサオカ ユウ

法政大学 3 増永 秀平 マスナガ シュウヘイ

下関市立大学 1 升永 悠真 マスナガ ユウマ

香川大学 2 増山 聡一 マスヤマ ソウイチ

早稲田大学 2 松尾 淳史 マツオ アツシ

南山大学 2 松岡 衛伸 マツオカ エイシン

立命館大学 1 松澤 亘希 マツザワ コウキ

関西大学 M1 松永 尭純 マツナガ タカスミ

金沢大学 3 松野 健司 マツノ ケンジ

龍谷大学 2 松本 健太朗 マツモト ケンタロウ

大阪経済法科大学 D1 松本 幸 マツモト コウ

広島大学 4 松本 晋也 マツモト シンヤ

広島大学 2 松本 大樹 マツモト タイキ

岡山大学 2 真鍋 俊弘 マナベ トシヒロ

私立灘中学校 1 三浦 寛正 ミウラ ヒロマサ

東京都市大学 2 三笠 雅捷 ミカサ マサトシ

下関市立大学 3 三木 尚哉 ミキ ナオヤ

日本大学三島高校 3 三井 優斗 ミツイ ユウト

慶應義塾大学 1 光内 想 ミツウチ ソウ

麻布中学校 3 三橋 賢太 ミツハシ ケンタ

岡山大学 2 水口 優 ミナクチ マサル

富山高等専門学校 5 湊 開誠 ミナト カイセイ

極東連邦大学 4 MIKHAILOVA Liubov ミハイロヴァ リュボフィ

金沢大学 2 都 勇志 ミヤコ ユウジ

青山学院大学 1 宮坂 進 ミヤサカ ススム

広尾学園中学 3 宮澤 紗希 ミヤザワ サキ

立命館大学 2 宮原 航 ミヤハラ コウ

灘高校 1 宮脇 麟太郎 ミヤワキ リンタロウ

南山高等学校 1 向井 亜美 ムカイ アミ

大阪府立佐野工科高等学校 2 向井 龍矢 ムカイ リュウヤ

東北大学 1 牟田口 群英 ムタグチ トモヒデ

法政大学 1 村井 武尊 ムライ タケル

山口大学 2 村上 友洋 ムラカミ トモヒロ

同志社大学 3 村上 令 ムラカミ リョウ

早稲田大学 1 村口 宗一郎 ムラグチ ソウイチロウ

大阪電気通信大学 1 村越 翔太 ムラコシ ショウタ

京都文教高等学校 2 村田 祈星 ムラタ キボシ

明治大学 1 村永 拓己 ムラナガ タクミ

麻布中学校 3 村松 優 ムラマツ ユウ

岩手高校 1 村山 遼 ムラヤマ リョウ

長堂小学校 5 室元 大臥 ムロモト タイガ

岡山大学 2 本池 優也 モトイケ ユウヤ

伊賀市立緑ヶ丘中学校 3 百南 匠人 モモミナミ タクト

中央大学 2 森 樹也 モリ タツヤ

愛媛大学 2 森 剛志 モリ ツヨシ



高知工科大学 3 森尾 勝弘 モリオ カツヒロ

大阪商業大学 4 森川 桂州 モリカワ ケイシュウ

東京大学 1 森本 直也 モリモト ナオヤ

堺市立津久野中学校 M2 森山 温斗 モリヤマ ハルト

広島大学 1 安永 拓未 ヤスナガ タクミ

大阪市立茨田東小学校 5 柳瀬 俊輔 ヤナセ シュンスケ

大阪大学 3 矢野 智也 ヤノ トモヤ

藤枝明誠高校 3 矢野 弘登 ヤノ ヒロト

明治大学 4 山内 梓 ヤマウチ アヅサ

法政大学 1 八巻 諒亮 ヤマキ リョウスケ

長崎県立佐世保工業高等学校 3 山口 賢人 ヤマグチ ケント

同志社香里高等学校 3 山口 真哉 ヤマグチ マサヤ

松山大学 2 山﨑 大輝 ヤマサキ ヒロキ

熊本大学 3 山田 晃寛 ヤマダ アキヒロ

奈良学園 M2 山田 啓太 ヤマダ ケイタ

大阪大学 2 山田 泰平 ヤマダ タイヘイ

日本大学三島中学校 3 山田 裕斗 ヤマダ ユウト

甲南高等学校 2 山道 淳也 ヤマミチ アツヤ

新潟大学 1 山本 寛太 ヤマモト カンタ

日本大学三島高校 1 山本 賢吾 ヤマモト ケンゴ

高知工科大学 2 山本 健太 ヤマモト ケンタ

立命館大学 3 山本 将太郎 ヤマモト ショウタロウ

島根県立出雲高等学校 1 山本 悠介 ヤマモト ユウスケ

高知工科大学 1 山本 航 ヤマモト ワタル

明治大学 2 勇崎 幹太 ユウザキ カンタ

新潟大学 2 湯本 大貴 ユモト ダイキ

ウラジオストク第 59 番学校 D3 IURKINA Anastasiia ユルキナ アナスタシア

横浜国立大学 4 與久田 享史 ヨクダ ミチヒト

奈良学園登美ヶ丘中学 2 横谷 篤飛 ヨコタニ アツト

同志社大学 M1 吉川 庸介 ヨシカワ ヨウスケ

早稲田大学 2 吉田 新太郎 ヨシダ シンタロウ

岩手高校 1 吉田 卓歩 ヨシダ タクホ

早稲田大学 2 吉田 剛 ヨシダ ツヨシ

早稲田大学 1 吉津 友博 ヨシヅ トモヒロ

立命館大学 3 芳野 浩志 ヨシノ コウジ

早稲田大学 1 吉村 友記浩 ヨシムラ ユキヒロ

山梨大学 2 頼 禎亮 ライ トモアキ

ロシア体育・スポーツ・青年・観光大学 2 RODIN Dmitry ロジン ドミトリ

名城大学 2 脇田 菜々子 ワキタ ナナコ

島根県立大学 3 和田 拓朗 ワダ タクロウ

同志社大学 1 和中 将剛 ワナカ マサタケ

前回ベスト8以上

岩手県立大学 4 小山 怜央 コヤマ レオ

三重県立伊勢高等学校 2 伊藤 蓮矢 イトウ レンヤ

立命館大学 3 新貝 涼太 シンカイ リョウタ

※出場ができない時は　kansai-taikai@shogi.or.jp　電話06-6451-7272（平日10：00～17：00）

　までご連絡ください。

　尚、今大会は参加人数が大幅増ですのでキャンセル待ちはありません。悪しからずご了承ください。


