
チーム名 氏 名 ふ り が な
1 鳴門渦潮 真田 健心 さなだ けんしん
2 〃 森本 泰成 もりもと たいせい
3 〃 森 波琉 もり はる
4 〃 神下 荘平 かみした そうへい
5 小松島 藤田 嵩弥 ふじた しゅうや
6 〃 金本 岬大 かなもと こうた
7 城南 吉成 勇斗 よしなりゆうと
8 生光学園 村崎 悠斗 むらさき ゆうと
9 〃 四宮 祥太 しのみや しょうた
10 池田 梶浦 登志 かじうら とうし
11 徳島科学技術 畠中 涼太 はたけなか りょうた
12 〃 住友 嵐汰 すみとも あらた
13 徳島市立 藤澤 芭琉 ふじさわ はる
14 〃 吉田 壮汰 よしだ そうた
15 〃 林 秀太 はやし しゅうた
16 〃 織田 大翔 おだ ひろと
17 〃 河合 侑馬 かわい ゆうま
18 〃 柴田 侑茉 しばた ゆうま
19 〃 稲川 陽友 いながわ はると
20 〃 花房 玲遠 はなふさ れおん
21 〃 河村 壮真 かわむら そうま
22 〃 野々村 泰成 ののむら たいせい
23 〃 秋月 大和 あきづき やまと
24 徳島北 尾崎 孔明 おざき こうめい
25 〃 濵﨑 遼真 はまざき りょうま
26 〃 吉田 敦貴 よしだ あつき
27 〃 金澤 悠樹 かなざわ はるき
28 〃 秋月 裕太 あきづき ゆうた
29 〃 向井 理朝 むかい りいち
30 〃 西川 壮志 にしかわ そうし
31 鳴門 岩本 来 いわもと らい
32 〃 高見 優成 たかみ ゆうせい
33 〃 森 悠貴 もり はるき
34 徳島商業 大坪 永遠 おおつぼ とわ
35 〃 森 輝記 もり てるき
36 川島 藤本 玖琉樹 ふじもと くるき
37 〃 秦 隆斗 はた りゅうと
38 徳島VY 湯浅 礼生 ゆあさ れお

39 〃 新田 洸成 にった こうせい

40 〃 井上 湘太 いのうえ しょうた

41 〃 岡本 陸 おかもと りく

42 〃 松村 駿佑 まつむら しゅんすけ

43 〃 鶴田 剛生 つるた こうせい

44 〃 廣永 琉樹 ひろなが りき

45 〃 佐藤 太亮 さとう たいすけ

46 〃 小山 丈偉 こやま じょうい

47 〃 西川 大翔 にしかわ ひろと

48 〃 藤原 優志 ふじわら ゆうし

49 〃 山田 凌聖 やまだ りょうせい
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