
Ａリング

選手名 所属 都道府県 選手名 所属 都道府県 R 1 2 3 4 5

1 1 女子F 久保　亜唯里 埼玉県 平成国際大学 〇 WP
4-1

× 上原　彩加 京都府 京都民医連中央病院 赤澤 山﨑29-28 瀬川30-27 平27-30 相馬29-28 登川29-28

2 2 女子F 奈須　海咲 宮崎県 拓殖大学 × WP
0-5

〇 小村　つばさ 熊本県 自衛隊体育学校 花房 古賀27-30 大政26-30 米良27-30 佐藤27-30 五十嵐丈27-30

3 3 女子F 石田　真央 東京都 日本大学 × WP
0-5

〇 和田　まどか 福井県 福井県スポーツ協会 登川 藤本24-30 相馬24-30 平23-30 瀬川24-30 赤澤23-30

4 4 少年LF 山下　遥輝 愛媛県 新田高等学校 〇 WP
3-2

× 大木　彪楽 静岡県 飛龍高等学校 五十嵐丈 米良28-29 佐藤29-28 花房29-28 山﨑29-28 古賀28-29

5 5 少年LF 高見　亨介 東京都 目黒日本大学高等学校 〇 WP
5-0

× 為我井　慧惟 茨城県 総和工業高等学校 藤本 登川30-26 相馬30-27 平30-27 大政30-27 赤澤30-27

6 6 少年F 小林　直生 新潟県 開志学園高等学校 × WP
0-5

〇 花田　颯 埼玉県 秀明英光高等学校 瀬川 古賀27-30 山﨑28-29 米良27-30 花房28-29 佐藤28-29

7 7 少年L 染谷　將敬 東京都 駿台学園高等学校 〇 WP
5-0

× 高橋　里季 山形県 日本大学山形高等学校 大政 相馬30-27 佐藤30-27 平29-28 赤澤30-27 五十嵐丈30-27

8 8 少年LW 砂田　華杜 岡山県 関西高等学校 ×
WP
0-5

〇 由良　謙神 兵庫県 芦屋学園高等学校 藤本 花房26-30 古賀26-30 登川26-30 瀬川26-30 山﨑26-30

9 9 少年LW 石畠　康汰 山形県 日本大学山形高等学校 ×
WP
0-5

〇 高木　柊翔 福井県 武生工業高等学校 米良 佐藤27-30 相馬27-30 赤澤27-30 大政27-30 五十嵐丈27-30

10 10 少年LW 森脇　海人 東京都 駿台学園高等学校 〇 RSC
2R1'44"

× 上野　真澄 茨城県 水戸桜ノ牧高等学校常北校 平 瀬川 藤本 花房 登川 古賀

11 11 少年LW 脇田　夢叶 宮崎県 日章学園高等学校 〇 WP
5-0

× 竹内　大輔 新潟県 新潟向陽高等学校 相馬 大政30-27 赤澤30-27 佐藤30-27 米良30-26 山﨑30-27

12 12 少年W 松久保　拓海 鹿児島県 鹿屋工業高等学校 〇 RSC
1R1'08"

× 福嶋　諄也 福井県 武生工業高等学校 古賀 登川 藤本 平 花房 五十嵐丈

13 13 少年W 大橋　空 兵庫県 西宮香風高等学校 × WP
2-3

〇 梁　章太 大阪府 大阪朝鮮高級学校 佐藤 大政30-27 米良28-29 瀬川27-30 相馬27-30 山﨑30-27

14 14 少年M 赤司　拓也 佐賀県 高志館高等学校 × WP
2-3

〇 鳥谷部　魁 岩手県 黒沢尻工業高等学校 藤本 赤澤29-28 平28-29 古賀29-28 五十嵐丈27-30 花房27-30

15 15 成年LF 長谷部　大地 岡山県 駒澤大学 〇
ABD

2R2'06"
× 大窪　泰雅 熊本県 日本大学 山﨑 登川 米良 瀬川 大政 相馬

16 16 成年LF 大里　拓未 埼玉県 日本大学 〇 RSC
2R2'27"

× 箭柏　鳳成 山形県 平成国際大学 古賀 佐藤 五十嵐丈 平 藤本 花房

17 17 成年LF 川口　玲司 愛知県 中央大学 〇
RSC

3R2'13"
× 武市　大樹 愛媛県 拓殖大学 相馬 赤澤 山﨑 登川 瀬川 米良

18 18 成年F 及川　天斗 岩手県 拓殖大学 × WP
1-4

〇 牧野　草子 埼玉県 中央大学 平 花房29-28 藤本27-30 五十嵐丈27-30 大政28-29 古賀27-30

19 19 成年F 坪井　智也 静岡県 自衛隊体育学校 〇 WP
5-0

× 永田　丈晶 熊本県 中央大学 米良 相馬30-27 赤澤30-27 瀬川30-27 山﨑30-27 佐藤30-27

20 20 成年F 増田　陸 広島県 立教大学 〇 WP
4-1

× 荒木　寛人 大分県 株式会社池永セメント工業所 登川 藤本29-28 古賀28-29 大政29-28 花房29-28 五十嵐丈29-28

21 21 成年B 池側　純 大阪府 大阪商業大学 〇 WP
4-1

× 山本  響己 北海道 明治大学 佐藤 平30-27 米良30-27 相馬30-27 山﨑27-30 瀬川29-28

22 22 成年LW 松井　奨太 大阪府 駒澤大学 × WP
1-4

〇 伊藤　秀虎 大分県 日本大学 花房 藤本29-28 登川28-29 大政27-30 五十嵐丈28-29 赤澤28-29

23 23 成年W 兒玉　麗司 宮崎県 東洋大学 〇 WP
5-0

× 武智　琉馬 愛媛県 慶應義塾大学 瀬川 平29-28 相馬29-28 米良30-27 佐藤29-28 古賀29-28

24 24 成年W 五ノ井　一幸 福島県 中央大学 × WP
0-5

〇 小林　将大 福井県 同志社大学 山﨑 藤本28-29 花房27-30 登川27-30 五十嵐丈27-30 大政28-29

25 25 成年M 荒本　一成 奈良県 日本大学 〇 WP
5-0

× 須永　大護 東京都 東洋大学 古賀 佐藤30-27 平30-27 米良30-27 赤澤30-27 瀬川30-27

26 26 成年M 西岡　永遠 茨城県 原子力エンジニアリング株式会社 × WP
0-5

〇 宇佐美　正　パトリック 大阪府 東京農業大学 花房 藤本26-30 登川27-30 大政27-30 山﨑26-30 五十嵐丈26-30

27 27 成年M 遠藤　広大 福島県 八ッ橋設備株式会社 × RSC
3R1'26"

〇 若谷　豪 埼玉県 駒澤大学 相馬 瀬川 赤澤 登川 藤本 平
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