
No. ⽒名 所属 参加⾏事・出場⼤会

１ 林 ⼀樹 （本部）

型合宿 全関東 組⼿合宿 福島県 秋組⼿合宿 新潟交流 新潟交流型２位 
新潟交流組⼿１位 ２ ドリーム ⻑野県 ⻑野県３位 夏合宿 全北陸 全北陸
組⼿１位 全北陸組⼿２位 秋組⼿合宿 群⾺県
北陸交流 北陸交流型１位 北陸交流組⼿１位 北陸交流組⼿１位 埼⽟県

120 ポイント

２ 真島巧之介 （新潟松浜）

東京東交流 型合宿 総本部交流 総本部交流１位 全関東 全関東２位 春組
⼿合宿 福島県 新潟交流 ドリーム 夏合宿 ⼭形県 ⼭形県１位 全北陸 
全北陸型３位 全北陸組⼿１位 秋組⼿合宿 群⾺県 ユース合宿 北陸交流 
北陸交流組⼿１位 北陸交流組⼿３位 埼⽟県

100 ポイント

３ ⼩幡 魁 （本部）
型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流団体型１位 新潟交流型１位 新潟交
流組⼿２位 新潟交流組⼿２位 ドリーム 夏合宿 全北陸 全北陸団体型２位
 全北陸型３位 全北陸組⼿１位 秋組⼿合宿 北陸交流

86 ポイント

４ ⽥中悠嗣 （本部）
型合宿 福島県 福島県１位 春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流組⼿１位 ドリ
ーム 夏合宿 全北陸 全北陸組⼿１位 秋組⼿合宿 群⾺県 ユース合宿 北
陸交流 北陸交流組⼿１位

76 ポイント

５ 澤⽥嘉⼀ （新潟⼩針）
東京東交流 型合宿 福島県 福島県２位 春組⼿合宿 新潟交流 ドリーム 
夏合宿 全北陸 全北陸団体型１位 全北陸型３位 全北陸組⼿２位 秋組⼿合
宿 ユース合宿 北陸交流 北陸交流型３位 北陸交流組⼿２位

75 ポイント

６ 渡邉拓海 （新潟⼩針）

型合宿 春組⼿合宿 福島県 組⼿合宿 新潟交流 新潟交流団体型１位 新潟
交流型２位 ドリーム 夏合宿 全北陸 全北陸団体型２位 秋組⼿合宿 ユー
ス合宿  
北陸交流 北陸交流団体型１位 北陸交流型２位 北陸交流組⼿３位 埼⽟県

71 ポイント

７ 渡邉琉太 （新潟⼩針）
新潟交流 新潟交流団体型１位 ドリーム 夏合宿 全北陸 全北陸団体型２位
 秋組⼿合宿  
北陸交流 北陸交流団体型１位 北陸交流型１位 北陸交流組⼿２位

61 ポイント

８ ⼤⼭裕城 （本部）
型合宿 春組⼿合宿 ５⽉全⽇本 新潟交流 夏合宿 全北陸 全北陸団体型１
位 秋組⼿合宿 北陸交流 北陸交流組⼿１位 埼⽟県

52 ポイント

8 渡邊真宗 （本部）
型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流型３位 ドリーム 夏合宿 全北陸 
全北陸団体型１位 全北陸型３位 秋組⼿合宿 北陸交流 北陸交流組⼿３位

52 ポイント

１０ 稲森優⽃ （本部）

東京東交流 全関東 型合宿 春組⼿合宿
 新潟交流 新潟交流団体型２位 新潟交流組⼿３位 夏合宿 ドリーム 全北
陸 秋組⼿合宿 群⾺県 ユース合宿
北陸交流 北陸交流型２位 北陸交流組⼿１位

51 ポイント

10 諸橋雄⼼ （新潟東）
型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流型２位 新潟交流組⼿２位 夏合宿 
全北陸 全北陸型１位 秋組⼿合宿 北陸交流 北陸交流組⼿２位

51 ポイント

１２ ⼩幡 結 （本部）
型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 ドリーム 夏合宿 全北陸 全北陸型２位 秋
組⼿合宿 北陸交流 北陸交流団体型１位 北陸交流組⼿１位

50 ポイント

12 中野雅⼤ （本部）
組⼿合宿 新潟交流 ドリーム 世⽥⾕・杉並交流 世⽥⾕・杉並交流１位 夏
合宿 全北陸 全北陸組⼿１位 秋組⼿合宿 ユース合宿

50 ポイント

１４ 諸橋皇⼼ （新潟東）
型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流型１位 夏合宿 全北陸 全北陸型１
位 秋組⼿合宿 北陸交流

46 ポイント

１５ 諸橋昌弥 （新潟中央）
春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流組⼿１位 夏合宿 全北陸 全北陸組⼿２位 
秋組⼿合宿 北陸交流 北陸交流組⼿１位

44 ポイント

１６ 中野幸⼤ （本部）
春組⼿合宿 福島県 新潟交流 ドリーム ⻑野県 ⻑野県１位 世⽥⾕・杉並
交流 世⽥⾕・杉並交流１位 夏合宿 全北陸 ユース合宿

42 ポイント

ポイント



No. ⽒名 所属 参加⾏事・出場⼤会 ポイント
１７ 今井哲也 （新潟⼩針） 全北陸 全北陸組⼿１位 秋組⼿合宿 北陸交流 北陸交流組⼿１位 38 ポイント
１７ 佐次美裕 （新潟中央） ５⽉全⽇本 ドリーム ドリーム型１位 38 ポイント

１９ 渡辺悠広 （⿊埼）
型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流型３位 夏合宿 関東交流 全北陸 
秋組⼿合宿 関東交流 北陸交流 北陸交流型３位 北陸交流組⼿１位

36 ポイント

２０ 加藤⼤介 （⿊埼）
東京東交流 栃⽊交流 春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流組⼿３位 ⻑野県 ⻑
野県１位 関東交流 全北陸 関東交流 北陸交流 埼⽟県

35 ポイント

２０ 佐藤⼀輝 （本部）
型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流団体型２位 新潟交流型１位 新潟交
流組⼿１位 全北陸

35 ポイント

２２ 古⾕哲⼤ （本部） 型合宿 新潟交流 新潟交流型１位 夏合宿 全北陸 全北陸型２位 30 ポイント

２３ 加藤修⼀ （上越）
新潟交流 ドリーム ⻑野県 ⻑野県３位 世⽥⾕・杉並交流 全北陸 全北陸
２位 東北

29 ポイント

２３ 林 愛夏 （本部）
新潟交流 新潟交流型３位 夏合宿 全北陸 全北陸型３位
北陸交流 北陸交流型１位

29 ポイント

２５ 豊岡美⽉葵 （上越）
新潟交流 新潟交流組⼿２位 全北陸 北陸交流 北陸交流型１位
北陸交流組⼿２位

28 ポイント

２６ 嵐⼭穂隆 （本部）
春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流組⼿２位 夏合宿 全北陸
北陸交流 北陸交流型１位

27 ポイント

２６ ⼩池銀史 （上越）
型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 夏合宿 全北陸 北陸交流 北陸交流型３位
北陸交流組⼿１位

27 ポイント

２８ ⼭⽥裕⽣ （⻑岡） 夏合宿 全北陸 全北陸組⼿１位 26 ポイント

２９ ⽊下凱童 （本部）
型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 ドリーム 新潟交流型３位 夏合宿 全北陸 
全北陸組⼿３位

25 ポイント

２９ 古賀健慎 （本部）
型合宿 新潟交流 新潟交流団体型２位 新潟交流型２位 新潟交流組⼿３位 
夏合宿 全北陸 秋組⼿合宿

25 ポイント

２９ ⽥村信彦 （新潟東）
型合宿 新潟交流 新潟交流組⼿１位 全北陸 秋組⼿合宿 北陸交流 北陸交
流組⼿２位

25 ポイント

３２ 遠藤 久 （本部） 新潟交流 新潟交流組⼿１位 夏合宿 全北陸 全北陸組⼿３位 24 ポイント

３３ 古川⿓聖 （本部）
型合宿 春組⼿合宿 福島県 組⼿合宿 夏合宿 全北陸 秋組⼿合宿
北陸交流 埼⽟県

20 ポイント

３３ 諸橋怜奈 （新潟中央） 春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流組⼿１位 夏合宿 全北陸 20 ポイント

３３ ⼭⽥裕⼰ （本部）
型合宿 新潟交流 新潟交流型３位 夏合宿 全北陸 北陸交流 北陸交流型２
位

20 ポイント

３６ 宮川三太夫 （上越） 新潟交流 新潟交流組⼿１位 北陸交流 北陸交流組⼿２位 19 ポイント
３７ 松尾知佳 （本部） 型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流型１位 夏合宿 18 ポイント
３８ 嵐⼭聖楠 （本部） 春組⼿合宿 新潟交流 夏合宿 全北陸 北陸交流 北陸交流組⼿２位 17 ポイント

３８ ⽊村円⾹ （新潟松浜） 型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流型３位 夏合宿 全北陸 秋組⼿合宿 17 ポイント

４０ 佐藤要路 （新発⽥） 新潟交流 新潟交流組⼿１位 全北陸 16 ポイント
４０ 渋⾕雅彦 （新潟中央） 夏合宿 全北陸 全北陸組⼿２位 16 ポイント

４０ ⼭⼝有⾹ （三条） 型合宿 全関東 ５⽉全⽇本 春組⼿合宿 夏合宿 秋組⼿合宿 埼⽟県 16 ポイント

４３ ⼩坂⼼成 （新潟萬代橋） 春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流組⼿３位 夏合宿 全北陸 北陸交流 15 ポイント
４４ ⼩坂天⼼ （新潟萬代橋） 春組⼿合宿 新潟交流 夏合宿 全北陸 北陸交流 12 ポイント
４５ 磯⾙優太 （本部） 新潟交流 新潟交流型３位 夏合宿 全北陸 11 ポイント
４５ 加藤 雅 （⽩根） 型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 新潟交流組⼿２位 11 ポイント
４５ 堀川真聖 （上越） 新潟交流 全北陸 北陸交流 北陸交流組⼿３位 11 ポイント
４８ 稲⽥准⼀ （新潟新通） 新潟交流 新潟交流組⼿３位 夏合宿 秋組⼿合宿 9 ポイント
４９ 菊池誠也 （本部） 福島県 新潟交流 全北陸 8 ポイント
４９ ⽥中海⾳ （⽩根） 型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 夏合宿 8 ポイント
４９ 星⼭恒広 （本部） 型合宿 春組⼿合宿 新潟交流 夏合宿 8 ポイント



No. ⽒名 所属 参加⾏事・出場⼤会 ポイント
４９ ⼭⼝裕也 （新潟⼩針） 型合宿 夏合宿 全北陸 8 ポイント
５３ 杉⽥ 陽 （上越） 北陸交流 北陸交流型２位 7 ポイント
５４ 阿部勇雅 （⽩根） 新潟交流 全北陸 6 ポイント
５４ 伊悟⾥ （本部） 夏合宿 全北陸 6 ポイント
５４ 稲⽥征男 （新潟新通） 型合宿 全北陸 6 ポイント
５４ ⼤川和憲 （⻑岡） 夏合宿 全北陸 6 ポイント
５４ ⽊村壮甫 （新潟松浜） 新潟交流 全北陸 6 ポイント
５４ 古⾕直也 （本部） 型合宿 新潟交流 夏合宿 6 ポイント
５４ ⼩林真瑠 （本部） 新潟交流 全北陸 6 ポイント
５４ 渋⾕⾵⼈ （新潟中央） 夏合宿 全北陸 6 ポイント
５４ 武川周平 （本部） 夏合宿 全北陸 6 ポイント
５４ 武⽥悠汰 （新潟新通） 夏合宿 全北陸 6 ポイント
５４ 鶴巻 学 （新潟中央） ５⽉全⽇本 夏合宿 6 ポイント
５４ 並⽊快仁 （新潟萬代橋） 夏合宿 全北陸 6 ポイント
５４ 真島かなえ （新潟松浜） 型合宿 新潟交流 夏合宿 6 ポイント
５４ 諸橋 隆 （三条） 夏合宿 全北陸 6 ポイント
５４ ⼭下 研 （新発⽥） 型合宿 新潟交流 秋組⼿合宿 6 ポイント
６９ 笠原 紡 （上越） 北陸交流 北陸交流組⼿３位 5 ポイント
６９ 川村獅久磨 （新潟） 北陸交流 北陸交流組⼿３位 5 ポイント
６９ 三潴琉希 （新潟） 北陸交流 北陸交流型３位 5 ポイント
７２ 浅野 実 （三条） 全北陸 4 ポイント
７２ 稲森久広 （本部） 型合宿 夏合宿 4 ポイント
７２ ⼤場伊佐⼤ （新潟⼩針） 全北陸 4 ポイント
７２ 北村康眞 （本部） 全北陸 4 ポイント
７２ 北村崚眞 （本部） 全北陸 4 ポイント
７２ 斎藤 航 （本部） 型合宿 秋組⼿合宿 4 ポイント
７２ 酒井⼤造 （妙⾼） 全北陸 4 ポイント
７２ 樋⼝暖希 （新津） 東京東交流 型合宿 4 ポイント
７２ 藤居かなえ （本部） 全北陸 4 ポイント
７２ 古川美優 （本部） 春組⼿合宿 夏合宿 4 ポイント
７２ 牧絵桜⼦ （上越） 新潟交流 北陸交流 4 ポイント
７２ 松尾仁美 （本部） 型合宿 夏合宿 4 ポイント
７２ 諸橋輝翔 （本部） 全北陸 4 ポイント
７２ 若杉明⽇⾵ （本部） 全北陸 4 ポイント
８６ 安達拓也 （⻑岡） 夏合宿 2 ポイント
８６ 飯⽥欣希 （本部） 型合宿 2 ポイント
８６ 五⼗嵐陽⼈ （⿊埼） 型合宿 2 ポイント
８６ 磯部司陽 （新発⽥） 型合宿 2 ポイント
８６ 市橋正⺒ （佐渡） 夏合宿 2 ポイント
８６ 加藤貴明 （⻑岡） 型合宿 2 ポイント
８６ ⿊坂 仁 （三条） 新潟交流 2 ポイント
８６ 古賀美加 （本部） 型合宿 2 ポイント
８６ 駒形乃愛 （新潟中央） 夏合宿 2 ポイント
８６ ⼩室陽翔 （本部） 夏合宿 2 ポイント
８６ 斎川 翔 （新潟中央） 型合宿 2 ポイント
８６ 佐藤奏夢 （⻑岡） 北陸交流 2 ポイント
８６ 菅 明翔 （⿊埼） 型合宿 2 ポイント
８６ 杉⽥ 咲 （上越） 北陸交流 2 ポイント
８６ 杉本遥⿇ （本部） 夏合宿 2 ポイント
８６ 杉本遥⿇ （本部） 型合宿 2 ポイント
８６ 瀬倉結軌 （新潟東） 夏合宿 2 ポイント



No. ⽒名 所属 参加⾏事・出場⼤会 ポイント
８６ 髙橋惺⼤ （⻑岡） 北陸交流 2 ポイント
８６ ⽥中宏樹 （本部） 夏合宿 2 ポイント
８６ ⽥邊⿓義 （新発⽥） 型合宿 2 ポイント
８６ 中村 敬 （佐渡） 夏合宿 2 ポイント
８６ 中村 陸 （新発⽥） 型合宿 2 ポイント
８６ 庭野⻯綺 （⿊埼） 型合宿 2 ポイント
８６ ⻑⾕川楓 （本部） 夏合宿 2 ポイント
８６ 樋浦 琉 （新潟中央） 新潟交流 2 ポイント
８６ 樋浦勇翔 （新潟中央） 新潟交流 2 ポイント
８６ 樋⼝勝也 （上越） 夏合宿 2 ポイント
８６ 古川敏廣 （⾼⽥駐屯地） 型合宿 2 ポイント
８６ 古川陽⼦ （本部） 夏合宿 2 ポイント
８６ 益⼦圭太 （上越） 夏合宿 2 ポイント
８６ 松鷹⻯⼀ （新潟中央） 新潟交流 2 ポイント
８６ ⼭⼝ 豊 （新潟⼩針） 型合宿 2 ポイント
８６ 結城⿇⽃ （⻑岡） 新潟交流 2 ポイント
８６ 余湖悠星 （佐渡） 夏合宿 2 ポイント
８６ 吉井 漣 （新潟中央） 型合宿 2 ポイント
８６ 渡辺蒼太 （新潟中央） 夏合宿 2 ポイント
８６ 渡辺滝⼈ （⻑岡） 型合宿 2 ポイント
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