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選手宇部小野田・山口RS合同チーム（山口県）
増田　琉斗 岩村　　望 中原　直大
石原　捷聖 桑原　　遼 中村　壮吾
平岡　大知 古谷弘太郎 和田　映佑
山下　　凌 林　万一心 藤田　　凌
若月　亨憲 白石　大空 梶井智太郎
豊広　匠成 石原　叶恋 上田　幸輝
岡崎　彩音 河野　俊之 谷口誠太朗
服部　希星 矢野　晋作 大嶋　柚楽

山野　正雄 中原　健司 和田　輝章
中村　大吾 古谷　信弘 桑原　　聖
若月　一憲 服部　信也 岩本　匡史
三家本　久 田丸　　聡

指導員

選手鳴門ラグビースクール（徳島県）
八田　優太 遠藤　偉央 井潟　心城
上田　大生 古林　楓太 坂本倫太郎
島田　洸斗 萬里　勇昇 高野　陽介
政　伊里記 田中　諒大 南　　翔太
楠本　　快 廣瀬　正弥

岡山　敬治 元木　栄作 政　　佳延
豊崎　健太 南　　裕司 萬里　佳亮
遠藤　芳治 田中　頼勝 松田　　忍

指導員

選手芦屋ラグビースクール（兵庫県）
青田　宗久 阿部　道志 植浦　慎仁
大塚壮二郎 大村　拓真 加賀　一椋
加久石瑞絵 近藤　一海 佐々木光二朗
篠倉幸之助 高橋　　司 大東　　煌
冨岡　日和 中地　士真 中西　真才
中村　快晴 橋本　　凌 藤原　夏生
水口　結太 山田　多笑 吉田　美咲
吉村　茂晃 吉川　祐晟 小林裕太朗
小山田ロマン 三井隆ノ介 川瀬　友希
大鶴　　誠 鈴木壮一郎

中東　伸年 金子　秀平 谷本　　晋
原田　　聡 野口　良太 田中　高広
松下　　力 松井　重憲

指導員

選手キッズラグビーとりみ（奈良県）
藤井　大輔 齋藤　嘉人 小島　颯太 木下　耀太
隅田　悠斗 荒木　信理 井上　蓮太 本村　　陸
山下　絢大 木村　隼慈 佐藤　宏亮 清水　　陽
西川耀太郎 西村　康平 近藤　　隼 山口　翔聖
村岡　龍空 宇野　大空 乾　　颯太 西村　優平
川下　優空 新　　洸空 松本　睦生 阪井　優晃
後藤　代醐 田渋　蒼大 井上　博貴 大前　成登
大村　航世 武田　佳大 許斐　翔貴 桝井　瑛司
内田　開斗

木村　　格 小島　秀輝 近藤　眞人 藤井　徳之
西川章二郎 齋藤　康博 清水　健司 佐藤　育大
山下　次郎 隅田　寛之 西村　活己 井上　直彦
木下　慎介 松本　俊一 阪井　久純 村岡聡一郎

指導員

選手伊丹ラグビースクール（兵庫県）
大賀　宗吾 酒本　健介 佐藤　大晟

日吉　勇人 藤原　蒼士 湯川　夏輝

三羽　　了 辻本　瑛治 竹本　陵平

戸次　琢磨 平石伊武希 田仲　功栄

上野　凌大

北薗　浩良 前田　　覚 佐々木信哉
宮本　郁生 勝川　晶裕

指導員

選手岡山ラグビースクール（岡山県）
小笠原悠宇 乙倉　悠祐 甲藤　大智
祇園　太洋 高比良洸太 田中　晴大
田中　風次 花田　弘毅 藤井　汰智
丸尾　　瞬 宗政　　光 大島　悠生
大嶋　琉生 竹内　　聖 蓑部祐志朗

大井　貫一 藤井　幸寛 津家　英暢
田中　英知 小笠原睦和 竹内　　彰
丸山　宏一

指導員

選手豊橋ラグビースクール（愛知県）
田中健太郎 高柳　　敦 吉塚　学人
北田　勇翔 高橋　優弥 中村　海斗
和久田　漸 黒嵜　柊希 高山　旺介
山田　一輝 彦坂　蒼空 谷口　　楽
吉田　泰樹 髙藤　瑠士 福田　大和
鈴木　凱大 佐久間美有 弘中　英作
田中　　碧 西山　耕矢 島　ちゆき
奥野　元太 加藤　柊士 井圡　　暖
石坂　空志

田仲　成貴 中村　幸正 加藤　敏勝
安藤　成信 和久田　彩 豊田　直良
奥野　利昭 鈴木　貴晶 福田都美子
大須賀正人

指導員

選手鈴鹿ラグビースクール（三重県）
宮﨑　航也 百々　旺佑 井上　空翔
斉藤　　善 芝田　　翼 杉村　凌梧
中野　力也 福山秀太朗 藤田　一希
宮本　力輝 大倉　颯太 加藤　蒼大
楠野　佑朔 長瀬　凌空 中田　雄士
服部蒼太郎 福島　　潤 藤田　航平
武藤　海吏

武藤　陽一 廣瀬　憲一 須股　陽一
池田　信彦 堀尾　明弘 小嶋　孝夫

指導員

選手阿倍野ラグビースクール（大阪府）
奥野　　碧 吉田　玄輝 大沢　　櫂
坪内　脩斗 前田　陽光 永井　優多
前田　陸翔 山田　創一 松村　亮介
木下　　静 松永　樹門 越村　勇哉
菊川　　迪 鳥巣　太助 松田　知恩
檜下　史康 江波　瑶太 沖田　浩志

佐藤　和彦 花岡　　茂 多田　　均
松永　容樹 松田　哲昌 沖田　浩徳

指導員

選手名古屋ラグビースクール（愛知県）
丹羽　来綺 木村　真生 岩田　大輝
古賀　琉資 北浦　佑亮 柴田　芳和
加藤　真矢 田中凛太郎 六川　統和
飯野　陽大 稲垣　春輝 棚田　悟常
河村　太陽 瀬尾　和義 田和瀬湧希
橋國　玄樹 戸松　甚太 大橋　蓮音
渡辺　楓大 村瀬　實恭 齋藤　　翔
下廣　一生 鄭　　裕佳 西下　遥人
乳井　一真 大川　智志 太宰　　歩

戸松　洋隆 溝上　悟史 北浦　　虎
村瀬　光男 黒田　清隆 西下　大介
鄭　　柄奎 太田　雄也 松下　剛亨

指導員

選手関ラグビースクール（岐阜県）
炭竈　柚斗 三浦　　駿 藤田　浩史

中島　将希 鈴木　一光 梶谷　祐人

児山　太一 横山　槙哉 楠田　佐知

清水　悠希 村上　有志 富田　善斗

川嶋　久翔 和田　唯聖

炭竈　宏光 石田　太一 若林　亮浩
名古路真宏 村上　俊洋 梶谷　卓史

指導員

選手アウル洛南Jr.R.F.C（京都府）
石原　幹士 岡田　薫瑠 古畑　由月

森　勝利亜 宿女　風羽 藤田　海翔

富山　凌慈 丸岡　忍平 竹原　侠佑

村上　陽都 北之防　徹

三宅　　敦 古畑圭太郎 藤田　　勉
東　　喜嗣

指導員

選手箕面ラグビースクール（大阪府）
植田　泰地 上島　隆路 住吉進之介
安福　幸輝 福本　悠生 髙本　とわ
松岡　里奈 松嶋　凜子 筑木　浩太
多田　　篤 中森　彩斗 北村　勝優
前川　礼男 武田　桃佳 東崎　陽斗
星加麟太郎 村本　　葵

青木　知男 井上伊知郎 田辺　利夫
加藤　史一 多田　克己 福本　年秀
西﨑　雄悟

指導員

選手三田ラグビークラブジュニア（兵庫県）
石原　悠太 中屋　太志 奥田　大翔
宮崎　　翔 椎野　颯太 岸本　拓歩
新谷　洋平 溝上　隼史 近藤　優多
宮岡竜之介 進川　暖人 新田　修平
土屋　舞央 岡本　拓磨 今村　　禅
若林　　望 中野　礼凰 竹田　拓真
前田　大陽 中村桐十郎

今岡　由樹 竹井　　徹 佐藤　　要
溝上　茂司 進川　　徹 宮岡　雅文

指導員

選手野洲ラグビースポーツ少年団（滋賀県）
岩下聡一郎 中川　翔真 中田　晃司
市木　禄大 奥山　颯太 木下　　遼
石黒　　樹 藤井　斗真 上山　巧志
出野　真誠 南　　陽翔 西田　由樹
佐伯　歩海 東田　康平 平本　翔山
北山　晴喜 宮木　龍晟 吉野　聖良
松本壮太朗 片山　結宇 片山　瑠泉
高田　昊暉 南　　幸多 小西　飛源
西濱　陽太 野阪　昌裕 セリグ ブランドン

野村　　聡 岩下　数也 林　　庄一
安部　良一 宮村　博雄 奥山　晃輔
北川　　尚 藤井　章仁 森下　雄史
中川　　愛 中川　祐治

指導員

選手東大阪ラグビースクール（大阪府）
須田龍之介 渡辺　晴斗 吉岡　佑真
面家　由翔 菅原　亮太 内山　人和
佐川　真朋 木村　公人 徳山　昇真
好川穂之花 天野　紘希 浦出　睦己
土谷　侑大 日下　奈哉 中村　亮介
谷村穣太郎 尾形　　修 松井　智世
山本茉心美 夫　　善昶 島田　　郁
米丸　　颯 布野　孝太 脇村　　昇

田川　篤史 天野　智久 松永　正博
堀井　勇治 川村　幸彦 石本　正行
立和名久晋 平野　祐輔 古屋　豊吾

指導員
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