
氏名 所属 氏名 所属
1 吉儀泰志 鴻南卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 1 岡村真志 付属山口中学校
2 濱村敦斗 付属山口中学校 2 菅田至 付属山口中学校
3 山下冬馬 付属山口中学校 3 志賀亮太 付属山口中学校
4 橋本喜仁 付属山口中学校 4 深見宣義 付属山口中学校
5 松﨑希海 大内中学校 5 関野瑛太 付属山口中学校
6 池田征哉 大内中学校 6 宅野善柾 付属山口中学校
7 小倉和樹 大内中学校 7 原田青波 付属山口中学校
8 岡部透波 大内中学校 8 松谷直紀 付属山口中学校
9 小田虎二朗 白石中学校 9 三輪悠之介 付属山口中学校
10 吉武文也 白石中学校 10 沖田勝広 付属山口中学校
11 佐伯修弥 白石中学校 11 末永陽真 付属山口中学校
12 山本朔也 白石中学校 12 石松陽平 付属山口中学校
13 大田樹 白石中学校 13 石山喜貴 大内中学校
14 宮本清羽 白石中学校 14 原田昊祁 大内中学校
15 梶川輝来翔 白石中学校 15 山縣涼太 大内中学校
16 室京介 白石中学校 16 川畑吉隆 大内中学校
17 村木智昭 白石中学校 17 松原幸一郎 大内中学校
18 福田歩 TSUKATAKU 18 久保田康平 大内中学校
19 安光允弘 TSUKATAKU 19 吉儀幸騎 白石中学校
20 新井勇人 TSUKATAKU 20 木許巧聖 白石中学校
21 小田頼日 小郡中学校 21 西岡光太郎 白石中学校
22 田中佑弥 小郡中学校 22 堀陽登 白石中学校
23 野口一樹 小郡中学校 23 安光迪弘 TSUKATAKU
24 中村大雅 小郡中学校 24 山崎陸玖 小郡中学校
25 光永颯明 小郡中学校 25 菅原弘隆 小郡中学校
26 中原勇人 小郡中学校 26 三浦斗真 小郡中学校
27 河井春道 小郡中学校 27 鈴木新 小郡中学校
28 末田凌一 小郡中学校 28 加藤泰地 小郡中学校
29 西村健治 小郡中学校 29 溝口蒼波 小郡中学校
30 原田翔太 小郡中学校 30 浅利遥斗 川西中学校
31 奥田直人 川西中学校 31 福島光希 川西中学校
32 重冨蓮太朗 川西中学校 32 吉武倫生 川西中学校
33 土居朔也 川西中学校 33 神谷陽向 川西中学校
34 高田響平 川西中学校 34 國吉知也 川西中学校
35 小倉明也 川西中学校 35 田中孝治 川西中学校
36 池間音土 仁保中学校 36 福田雄貴 川西中学校
37 保田春馬 仁保中学校 37 大塚潤音 川西中学校
38 石津翔 仁保中学校 38 伊藤碧希 川西中学校
39 中村謙介 鴻南中学校 39 藤本燿成 仁保中学校
40 田中柊成 鴻南中学校 40 岩武拓希 仁保中学校
41 藤井偉央 鴻南中学校 41 工藤彼方 仁保中学校
42 峰岡心路 山口南総合支援学校 42 貞政春人 鴻南中学校
43 内田康清 山口南総合支援学校 43 秋里宗輔 鴻南中学校
44 渡邉悠生 阿知須中学校 44 藤井七琉 鴻南中学校
45 生野友規 阿知須中学校 45 土井暖道 鴻南中学校
46 伊藤悠士郎 阿知須中学校 46 中嶋悠人 山口南総合支援学校
47 藤井栄吉 阿知須中学校 47 水野愛基 阿知須中学校
48 田中双葉 阿知須中学校 48 倉重圭宏 阿知須中学校
49 塩谷春和 阿知須中学校 49 池本凪 阿知須中学校
50 藤重結陽 阿知須中学校 50 宗実康師 阿知須中学校
51 上山晃太朗 阿知須中学校 51 中川遼 阿知須中学校
52 金近天真 大殿中学校 52 長樂和弥 阿知須中学校
53 土井遼真 大殿中学校 53 渡邉広喜 大殿中学校
54 佐竹颯祐 大殿中学校 54 田中俐琥 大殿中学校
55 末岡颯馬 大殿中学校 55 山野井来 大殿中学校
56 椋梨暖大 大殿中学校 56 木村斗佑真 大殿中学校
57 矢原一路 大殿中学校 57 植杉玲大 二島中学校
58 小島優斗 大殿中学校 58 橋本治樹 二島中学校
59 古谷空流 大殿中学校
60 保正将慶 大殿中学校
61 德永奏司 二島中学校
62 海津春朋 二島中学校
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