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39 1 女P 髙木　まりあ 開志学園高校 北信越 WP 0-5 ○ 加藤　光 王寺工業高校 関西

40 2 女P 山中　百合香 三好高校 東海 ○ WP 3-2 岩淵　美友 水沢工業高校 東北

41 3 女F 安村　可麗 堺工科高校 日連推薦 ○ WP 4-1 小川　葵 岐阜工業高校 東海

42 4 女F 湯本　光 伊勢崎工業高校 群馬 WP 2-3 ○ 奥瀬　千乃 五所川原工業高校 東北

43 5 女F 山原　香鈴 浪速高校 関西 WP 0-5 ○ 井上　歩 熊本農業高校 九州

44 6 女F 福岡　恋緒那 武生工業高校 北信越 RSC 1R 1'55" ○ 篠原　光 日本体育大学桜花高校 関東

45 7 女L 高橋　美波 花咲徳栄高校 関東 ○ WP 5-0 神　麗愛 青森山田高校 東北

46 8 女L 佐伯　亜海 熊本農業高校 九州 ○ WP 5-0 栗原　千尋 新潟青陵高校 北信越

47 9 女L 行川　紀凜 恵庭南高校 北海道 RSC 1R 1'28" ○ 星野　萌 館林女子高校 群馬

48 10 女L 若江　波華 松山商業高校 四国 WP 2-3 ○ 木村　萌那 岐阜工業高校 東海

49 11 男P 荒竹　一真 鹿屋工業高校 日連推薦 ○ WP 5-0 成上　聖斗 菊華高校 東海

50 12 男P 尾崎　優日 興國高校 関西 ○ RSC 1R 1'46" 篠田　覇時 花咲徳栄高校 関東

51 13 男P 大久保　道愛 広陵高校 中国 WP 0-5 ○ 田端　佑元 日章学園高校 九州

52 14 男P 鈴木　貴斗 弘前工業高校 東北 WP 0-5 ○ 河上　琉輝 新潟向陽高校 北信越

53 15 男LF 田中　将吾 浪速高校 日連推薦 ○ WP 5-0 松土　龍冴 沼南高校 関東

54 16 男LF 岩渕　大輔 青森北高校 東北 ○ WP 5-0 又吉　日向 未来高校 沖縄 九州

55 17 男LF 岡　聖 関西高校 中国 WP 0-5 ○ 佐野　遥渉 飛龍高校 東海

56 18 男LF 入田　琴司 開新高校 九州 WP 0-5 ○ 高見　亨介 日出高校 通信制 関東

57 19 男F 梶原　嵐 崇徳高校 日連推薦 ○ WP 5-0 松本　海聖 芦屋学園高校 関西

58 20 男F 大杉　兼心 四日市工業高校 定時制 東海 WP 2-3 ○ 原田　周大 豊国学園高校 九州

59 21 男F 花田　颯 秀明英光高校 関東 ○ WP 5-0 榊　太一 青森山田高校 東北

60 22 男F 川野　蓮斗 日章学園高校 九州 WP 2-3 ○ 矢野　利哉 松山工業高校　定時制 四国

61 23 男B 橋本　仰未 岐阜工業高校 東海 WP 2-3 ○ 茂木　優耀 習志野高校 関東

62 24 男B 松本　敬人 松山工業高校 四国 ○ WP 3-2 田河　琉加 浪速高校 関西

63 25 男B 渡辺　龍大 伊勢崎工業高校 群馬 WP 2-3 ○ 江﨑　由 熊本農業高校 九州

64 26 男B 佐藤　優樹 弘前東高校 東北 WP 0-5 ○ 宇塚　大輔 駿台学園高校 関東

65 27 男L 堤　麗斗 習志野高校 日連推薦 ○ WP 5-0 上原　健士郎 高松工芸高校 四国

66 28 男L 山村　剣晋 芦屋学園高校 関西 WP 2-3 ○ 円谷　凌 水戸桜ノ牧高校 関東

67 29 男L 祝　聖哉 豊国学園高校 九州 ○ WP 3-2 今永　隼人 王寺工業高校 関西

68 30 男L 川上　海音 旭川龍谷高校 北海道 ○ RSC 2R 1'29" 渡辺　優月 関西高校 中国

69 31 男LW 高橋　麗斗 沼南高校 日連推薦 ○ WP 5-0 森脇　海人 駿台学園高校 関東

70 32 男LW 梁　章太 大阪朝鮮高級学校 関西 ○ WP 5-0 今村　仁 岐阜工業高校 定時制 東海

71 33 男LW 由良　謙神 芦屋学園高校 日連推薦 ○ RSC 3R 0'45" 中村　想人 慶應義塾高校 関東

72 34 男LW 大橋　空 西宮香風高校 関西 RSC 3R 1'18" ○ 田中　空 武相高校 日連推薦

73 35 男W 黒田　丈二朗 崇徳高校 中国 RSC-I 3R 0'22" ○ 和賀　聖龍 水沢工業高校 東北

74 36 男W 松永　敦朗 習志野高校 関東 ○ WP 4-1 牧口　海斗 高松工芸高校 四国

75 37 男W 大野　毅人 恵庭南高校 北海道 ○ WP 5-0 石坂　唯斗 伊勢崎工業高校 群馬

76 38 男W 四宮　幸太 京都府立鴨沂高校 関西 WP 0-5 ○ 松久保　拓海 鹿屋工業高校 九州

77 39 男M ウエノ　リュウイチ 刈谷工業高校 東海 WP 0-4 ○ 黒部　竜聖 札幌工業高校 北海道

78 40 男M 大澤　春樹 前橋育英高校 群馬 ABD 1R 1'48" ○ 石井　百迅 山形南高校 東北

79 41 男M 木下　幹太 鶴崎工業高校 九州 ○ RSC 2R 1'46" 古市　隼 高松工芸高校 四国

80 42 男M 天井澤　一志 開志学園高校 北信越 WP 0-5 ○ 仲野　玲 西和清陵高校 関西
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