
















83

84

42
　塙　　真　哉　1年
佐　藤　大　樹　1年

(日立北)

43
杉　本　優　希　3年
菊　池　梢　馬　2年

(日立一)

40
関　根　子　竜　1年
大　熊　礼　唯　1年

(磯郷英)
五十嵐　大　揮　1年
黒　沢　直　希　1年

(太田一)

81

39
安　保　利　樹　1年
竹　部　　舜　　1年

(太田一)
内　田　雄　基　1年
熱　海　　輝　　1年

(日立一) 82

38
後　藤　悠　音　1年
荒　井　唯　吹　1年

(日立商)
喜　古　悠　斗　1年
柴　田　　隼　　1年

(磯郷英)

37
長久保　一　樹　3年
大  部　海  斗　2年

(高清松)
宮　﨑　雄　太　2年
大　森　航　平　2年

(佐　竹)

鈴　木　凌　平　2年
鷲　山　貴　之　2年

(明秀学) 85

36
黒　澤　航　季　2年
佐　藤　直　樹　2年

(日立工)
山　岸　通　崇　1年
秋　葉　侑二朗　1年

41
影　山　怜　央　1年
山　下　玲　於　1年

(多　賀)
安　岡　一　樹　1年
鹿　山　　翼　　1年

(科　技)

高　崎　　元　　2年
鈴　木　涼　太　1年
鈴　木　凌　平　2年
鷲　山　貴　之　2年

(明秀学)

(明秀学)

大　竹　　翼　　2年
小　椋　準　也　1年

(明秀学)
木　脇　光太郎　3年
久　野　雄　大　3年

(高清松)

85

22

(多　賀)

根　本　将　一　3年
藤　田　恵市郎　3年

(科　技)

44

2
菱　沼　拓　水　1年
松　本　　流　　1年

(日立工)
大　金　理　森　2年
下山田　龍　也　2年

(磯郷英) 45

1

3
奥　山　　龍　　3年
佐　藤　椋  太　2年

(高清松)
平　栗　史　也　1年
宮　田　波　季　1年

(日立一)

佐　藤　謙　斗　2年
仁　平　龍　河　2年

(科　技)

46

4
田　村　哲　也　1年
吉　成　泰　希　1年

(日立一)
櫻　庭　和　志　2年
　藤　　智　大　2年

48

47

6
　関　　大　和　1年
古　川　陸　空　1年

(日立北)
佐　藤　知　尚　3年
吉　沢　　浩　　3年

(日立工) 49

5

(太田一) 51

7
佐　藤　一　輝　1年
菊　池　京　大　1年

(佐　竹)
小　原　由　伸　1年
加　藤　　駿　　1年

(高清松)

菅　原　崇　陽　1年
蛭　田　　琉　　1年

(磯郷英)
田　代　勇　歩　1年
富　塚　涼　太　1年

(多　賀)

50

8
久保田　裕　太　2年
来　栖　直　哉　2年

(多　賀)
木　村　駿　佑　1年
　関　　遥　介　1年

52

10
海　野　千　速　2年
中　野　敬士郎　2年

(太田一)
永　瀬　孝　樹　2年
吉　田　悠　哉　1年

(明秀学) 53

9

(科　技) 55

11
田　所　玲　衣　1年
長　尾　大　樹　1年

(高清松)
樫　村　知　晃　2年
伊　藤　直　人　2年

(日立北)

　関　　拓　海　2年
宇　野　将　貴　2年

(日立工)
小　林　優　斗　2年
佐　渡　光　星　2年

(多　賀)

54

12
倉　嶌　佑之介　3年
鈴　木　虹　太　3年

(日立北)
笠　井　優　平　3年
古　舘　慧　人　2年

56

14
東　根　　凌　　1年
成　田　拓　未　1年

(科　技)
亀　井　優　輔　2年
関　根　拓　人　2年

(日立北) 57

13

(佐　竹) 59

15
庄　司　　健　　3年
塩　原　範　大　2年

(太田一)
清　水　陽　平　3年
齋　藤　颯　人　2年

(日立商)

多賀野　佑　樹　3年
　家　　正　人　2年

(日立一)
富　山　　新　　1年
日向寺　輝流天　1年

(磯郷英)

58

16
小　林　宏　輔　2年
髙　橋　悠　真　2年

(高清松)
四　倉　理　空　3年
丹　野　功　貴　2年

60

18
黒　澤　侑　生　3年
福　田　　陸　　2年

(多　賀)
出　澤　秀　佳　1年
高　星　圭　吾　1年

(太田一) 61

17

(高清松) 63

19
平　原　一　樹　3年
松　岡　勇　輔　3年

(磯郷英)
益　子　　翼　　2年
蛭　田　健　史　2年

(日立工)

志　賀　和　央　3年
渡　辺　涼　太　2年

(日立商)
羽　鳥　功　武　3年
小　松　　衛　　3年

(日立一)

62

20
植　田　虹　成　2年
　森　　洸　貴　2年

(科　技)
小  峰　弘  暉　2年
黒　田　真　也　1年

64

22
高　崎　　元　　2年
鈴　木　涼　太　1年

(明秀学)
笹　木　敏　博　3年
道　上　　和　　2年

(多　賀) 65

21

(太田一) 67

23
小　島　唯　詩　2年
江　幡　亮　人　2年

(佐　竹)
菊　池　晃　平　2年
郡　司　開　人　2年

(日立北)

安　田　尚　樹　1年
酒　井　真　希　1年

(科　技)
鈴　木　康　太　1年
奈治原　聖　貴　1年

(日立工)

66

24
村　山　航　平　2年
合　田　未　来　2年

(多　賀)
平　澤　輝　彦　3年
征　矢　龍之介　1年

68

26
有　田　陸　人　2年
畑　山　　悠　　2年

(日立一)
菊　池　優　矢　2年
鈴　木　龍　星　2年

(日立商) 69

25

(日立一) 71

27
唐　田　　成　　3年
菅　野　将　広　3年

(太田一)
大　高　望　夢　3年
小　安　雄　貴　3年

(高清松)

菊　池　海　斗　2年
石　井　陵　人　2年

(磯郷英)
須　藤　慶　達　3年
鶴　岡　佑　太　3年

(日立北)

70

28
川　又　奎史郎　2年
岩　山　浩一朗　1年

(茨キ学)
滑　川　航　平　2年
下山田　祐　貴　2年

72

30
大　森　健　斗　2年
佐　川　海　地　2年

(日立工)
藤　田　優　希　3年
夏　井　佐貴人　3年

(磯郷英) 73

29

(高清松) 75

31
中　野　雄　斗　2年
丸　山　楓　斗　1年

(日立北)
内　海　充月輝　3年
河　原　將　人　3年

76

(科　技)

相　沢　　弥　　3年
奥　山　太　一　3年

(科　技)
　石　　真　生　3年
八　鍬　佑　柊　3年

(多　賀)

74

(太田一)

32
村　田　知　也　3年
下山田　拓  也　2年

(高清松)
福　元　健志郎　3年
八　幡　柊　星　3年

33

35
堀　内　翔　太　2年
藤　原　　旭　　2年

(多　賀)

34
中　岫　　奨　　3年
戸　祭　修　登　3年

(日立北)

(日立北) 79

80

77

谷　口　悠　人　3年
瀬　谷　昇　生　2年

(日立工) 78

菊　池　航　生　1年
日　座　慎　弥　1年


