
新登録選手（113期）　7月開催別あっせん一覧

登録 登録 登録 登録 登録 登録 登録
番号 番号 番号 番号 番号 番号 番号

大 宮 2-4 15246 黒　沢　征　治 埼　玉 15268 山　田　　　諒 岐　阜 15269 佐　山　寛　明 滋　賀 15272 中　釜　章　成 大　阪 15275 伊　藤　歩　登 兵　庫

函 館 3-5 15233 渋　谷　　　海 北海道 15235 嵯　峨　昇喜郎 青　森 15242 眞　杉　　　匠 栃　木 15247 小　玉　勇　一 埼　玉

小 田 原 5-7 15236 藤　根　俊　貴 岩　手 15239 佐々木　堅　次 福　島 15244 植　原　琢　也 埼　玉 15259 小　林　稜　武 千　葉 15261 松　井　宏　佑 神奈川

名 古 屋 5-7 15250 今　井　　　聡 東　京 15265 井　田　晶　之 愛　知 15271 大　城　慶　之 大　阪 15276 佐　伯　亮　輔 岡　山 15293 中　里　福太郎 長　崎

武 雄 6-8 15273 中　武　三四郎 大　阪 15280 藤　井　　　將 広　島 15285 久　樹　克　門 徳　島 15289 橋　本　瑠　偉 佐　賀 15296 上　田　尭　弥 熊　本 15297 上　野　優　太 熊　本 15298 嘉　永　泰　斗 熊　本

奈 良 7-9 15237 太　田　将　成 宮　城 15257 舟　山　佑　京 新　潟 15270 元　砂　海　人 奈　良 15278 田　中　和　磨 岡　山 15295 篠　田　　　樹 大　分

別 府 10-12 15268 山　田　　　諒 岐　阜 15269 佐　山　寛　明 滋　賀 15272 中　釜　章　成 大　阪 15275 伊　藤　歩　登 兵　庫

四 日 市 11-13 15241 山　田　祐　太 福　島 15252 河　合　佑　弥 東　京 15255 樋　口　開　土 東　京 15267 橋　本　英　也 岐　阜 15286 土　居　佑　次 高　知

防 府 11-13 15279 山　崎　駿　哉 岡　山 15282 宮　本　隼　輔 山　口 15283 安　本　昇　平 山　口 15299 曽　我　圭　佑 熊　本 15300 ラモス　レ　オ 沖　縄

松 阪 13-15 15246 黒　沢　征　治 埼　玉 15250 今　井　　　聡 東　京 15261 松　井　宏　佑 神奈川 15265 井　田　晶　之 愛　知 15276 佐　伯　亮　輔 岡　山 15285 久　樹　克　門 徳　島 15289 橋　本　瑠　偉 佐　賀

前 橋 14-16 15238 井　寺　亮　太 福　島 15243 小　林　泰　正 群　馬 15254 鈴　木　輝　大 東　京 15256 中　嶋　宣　成 長　野 15262 内　山　雅　貴 静　岡

佐 世 保 14-16 15277 高　井　流　星 岡　山 15281 増　田　　　仁 広　島 15287 山　中　崇　弘 高　知 15290 真　崎　章　徳 佐　賀 15292 富　永　翔　平 長　崎

弥 彦 15-17 15233 渋　谷　　　海 北海道 15237 太　田　将　成 宮　城 15239 佐々木　堅　次 福　島 15247 小　玉　勇　一 埼　玉 15257 舟　山　佑　京 新　潟 15259 小　林　稜　武 千　葉 15271 大　城　慶　之 大　阪

函 館 17-19 15234 八　嶋　稔　真 北海道 15240 前　川　大　輔 福　島 15249 磯　川　勝　裕 東　京 15260 國　井　裕　樹 神奈川

和 歌 山 18-20 15245 尾　崎　悠　生 埼　玉 15253 清　水　健　次 東　京 15264 渡　邉　直　弥 静　岡 15274 福　永　大　智 大　阪 15288 薦　田　将　伍 愛　媛

佐 世 保 19-21 15267 橋　本　英　也 岐　阜 15273 中　武　三四郎 大　阪 15283 安　本　昇　平 山　口 15293 中　里　福太郎 長　崎 15298 嘉　永　泰　斗 熊　本

静 岡 20-22 15242 眞　杉　　　匠 栃　木 15255 樋　口　開　土 東　京 15258 栗　本　尚　宗 千　葉 15263 吉　元　大　生 静　岡

立 川 21-23 15235 嵯　峨　昇喜郎 青　森 15248 森　田　優　弥 埼　玉 15251 柿　本　大　貴 東　京 15252 河　合　佑　弥 東　京 15266 福　田　真　平 愛　知

富 山 21-23 15238 井　寺　亮　太 福　島 15270 元　砂　海　人 奈　良 15291 山　口　敦　也 佐　賀 15284 田　村　裕　也 徳　島 15294 小　原　亮　哉 大　分

高 知 22-24 15277 高　井　流　星 岡　山 15278 田　中　和　磨 岡　山 15281 増　田　　　仁 広　島 15286 土　居　佑　次 高　知 15296 上　田　尭　弥 熊　本

久 留 米 23-25 15279 山　崎　駿　哉 岡　山 15287 山　中　崇　弘 高　知 15290 真　崎　章　徳 佐　賀 15295 篠　田　　　樹 大　分 15297 上　野　優　太 熊　本

川 崎 24-26 15240 前　川　大　輔 福　島 15254 鈴　木　輝　大 東　京 15256 中　嶋　宣　成 長　野 15260 國　井　裕　樹 神奈川

大 宮 25-27 15234 八　嶋　稔　真 北海道 15244 植　原　琢　也 埼　玉 15245 尾　崎　悠　生 埼　玉 15253 清　水　健　次 東　京

静 岡 27-29 15241 山　田　祐　太 福　島 15249 磯　川　勝　裕 東　京 15262 内　山　雅　貴 静　岡 15264 渡　邉　直　弥 静　岡

奈 良 27-29 15236 藤　根　俊　貴 岩　手 15243 小　林　泰　正 群　馬 15263 吉　元　大　生 静　岡 15274 福　永　大　智 大　阪 15282 宮　本　隼　輔 山　口 15288 薦　田　将　伍 愛　媛 15299 曽　我　圭　佑 熊　本

豊 橋 28-30 15248 森　田　優　弥 埼　玉 15251 柿　本　大　貴 東　京 15258 栗　本　尚　宗 千　葉 15266 福　田　真　平 愛　知 15294 小　原　亮　哉 大　分

高 松 28-30 15280 藤　井　　　將 広　島 15284 田　村　裕　也 徳　島 15291 山　口　敦　也 佐　賀 15292 富　永　翔　平 長　崎 15300 ラモス　レ　オ 沖　縄
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