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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 少年P 久原　達喜 佐賀県 白石高等学校 × WP
0-5

〇 熊野　幸志朗 福井県 武生工業高等学校 五十嵐理 宮村27-30 田中27-30 枡澤27-30 中川27-30 蛯原26-30

2 少年P 岡崎　寿輝 兵庫県 芦屋学園高等学校 × WP
0-3

〇 新庄　銀次 香川県 高松工芸高等学校 瀬戸川 柏木27-29 冨田28-28 澤野28-28 平山26-30 東27-29

3 少年LF 登本　尊大 香川県 高松工芸高等学校 × WP
1-4

〇 岩渕　大輔 青森県 青森北高等学校 枡澤 瀬戸川29-28 仲村27-30 蛯原28-29 中川28-29 田中27-30

4 少年F 鈴木　寿治 山形県 日本大学山形高等学校 ×
WP
0-5

〇 堀　太虎 埼玉県 花咲徳栄高等学校 冨田 宮村27-29 東27-29 五十嵐理27-29 澤野26-29 林田27-29

5 少年LF 青山　泰樹 新潟県 新潟第一高等学校 × WP
0-5

〇 尾﨑　優日 大阪府 興國高等学校 中川 仲村27-30 平山28-29 瀬戸川27-30 蛯原27-30 五十嵐理27-30

6 少年LF 杉本　愛弥 北海道 北海道旭川工業高等学校 〇 WP
5-0

× 村口　太陽 岩手県 黒沢尻工業高等学校 澤野 林田30-26 田中30-25 蛯原30-26 東30-27 柏木30-27

7 少年F 大杉　兼心 三重県 四日市工業高等学校 × WP
2-3

〇 梶原　嵐 広島県 崇徳高等学校 平山 宮村29-28 瀬戸川28-29 冨田28-29 仲村29-28 中川28-29

8 少年F 山口　友士 佐賀県 杵島商業高等学校 × WP
1-4

〇 川野　蓮斗 宮崎県 日章学園高等学校 枡澤 柏木27-30 澤野27-30 林田27-30 五十嵐理27-30 田中29-28

9 少年F 杉岡　厳斗 奈良県 王寺工業高等学校 ×
WP
0-5

〇 松本　海聖 兵庫県 芦屋学園高等学校 冨田 瀬戸川27-30 平山28-29 宮村28-29 仲村27-30 東28-29

10 少年F 田中　将吾 大阪府 浪速高等学校 〇 WP
5-0

× 藤田　時輝 神奈川県 武相高等学校 蛯原 枡澤30-27 澤野30-27 田中29-28 五十嵐理29-28 柏木29-28

11 少年B 河合　優作 北海道 札幌創成高等学校 × WP
0-5

〇 山﨑　裕生 大阪府 興國高等学校 東 瀬戸川27-30 仲村27-30 平山27-30 宮村27-30 冨田28-29

12 少年B 山森　唯暁 福井県 丹生高等学校 × WP
0-5

〇 松本　敬人 愛媛県 松山工業高等学校 柏木 蛯原28-29 田中28-29 枡澤28-29 澤野28-29 林田28-29

13 少年B 西　大雅 佐賀県 高志館高等学校 × WP
0-5

〇 岩村　陽向 埼玉県 秀明英光高等学校 平山 冨田27-29 五十嵐理27-29 仲村25-30 宮村26-30 瀬戸川26-30

14 少年B 大久保　航 鹿児島
県

鹿屋工業高等学校 ×
WP
0-5

〇 原田　周大 福岡県 豊国学園高等学校 蛯原 澤野24-30 中川26-30 枡澤25-30 東25-30 林田26-30

15 少年L 牧野　蓮 静岡県 浜松工業高等学校 × WP
0-5

〇 田村　隆希 神奈川県 新栄高等学校 田中 平山28-29 五十嵐理28-29 冨田28-29 柏木28-29 仲村27-30

16 少年L 鈴木　蓮 埼玉県 花咲徳栄高等学校 ×
WP
0-5

〇 宮原　紳瑠 佐賀県 高志館高等学校 林田 中川27-30 瀬戸川27-30 蛯原28-29 宮村27-30 枡澤28-29

17 少年L 円谷　凌 茨城県 水戸桜ノ牧高等学校 〇 WP
5-0

× 藤原　仁太 大阪府 興國高等学校 平山 東29-28 柏木29-28 仲村30-27 澤野30-27 田中29-28

18 少年L 山村　剣晋 兵庫県 芦屋学園高等学校 〇 WP
5-0

× 大林　伶緒 三重県 明野高等学校 五十嵐理 林田30-27 蛯原30-27 中川30-27 冨田30-27 宮村30-27

19 成年B 小林　亮太 福井県 関西大学 × WP
2-3

〇 松下　秀 岡山県 駒澤大学 澤野 枡澤29-28 田中28-29 仲村30-27 柏木27-30 東27-30

20 成年B 中岡　蓮 愛媛県 愛媛綜合警備保障㈱ 〇 WP
4-1

× 井上　慈元 広島県 慶応義塾大学 林田 五十嵐理29-28 蛯原29-28 冨田29-28 平山28-29 中川29-28

21 成年B 和泉　征紘 高知県 医療法人仁智会 介護老人保健
施設 ﾍﾙｼｰｹｱなはり × WP

0-5
〇 佐藤　雄亮 茨城県 自衛隊体育学校 田中 枡澤28-29 宮村26-30 仲村27-30 瀬戸川27-29 東27-30

22 成年B 福來　龍神 岩手県 拓殖大学 ×
WP
1-4

〇 穴口　一輝 奈良県 芦屋大学 五十嵐理 澤野27-30 平山27-30 冨田27-30 蛯原27-30 林田30-27

23 成年L 増田　将 福井県 同志社大学 × WP
2-3

〇 加藤  一輝 北海道 大阪商業大学 柏木 瀬戸川28-29 田中30-27 東28-29 中川28-29 宮村29-28

24 成年L 金中　竜児 茨城県 八千代町役場 〇 WP
5-0

× 山﨑　海斗 高知県 大阪商業大学 平山 林田30-27 仲村30-27 枡澤30-27 澤野30-27 冨田30-27

25 成年L 堤　龍之介 宮崎県 東京農業大学 〇 WO × 村上　治輝 福島県 拓殖大学 宮村 東 田中 五十嵐理 柏木 中川

26 成年L 小林　将也 新潟県 巻総合高等学校（教） 〇 WP
5-0

× 小濱　尚大 熊本県 日本大学 澤野 仲村30-25 枡澤30-27 平山30-27 冨田30-27 蛯原30-27

27 成年LW 冨田　真広 静岡県 中央大学 〇 WP
4-1

× 大内　舜也 茨城県 城里町役場 瀬戸川 東30-27 中川29-28 林田29-28 宮村28-29 五十嵐理30-27

28 成年LW 守屋　龍之介 愛媛県 大阪商業大学 × WP
0-5

〇 木戸口  謙辰 北海道 立教大学 田中 澤野27-30 蛯原27-30 平山27-30 柏木27-30 冨田27-30

29 成年LW 柴田　尊文 熊本県 拓殖大学 〇 RSC
3R1'43"

× 佐々木　光大 新潟県 駒澤大学 仲村 瀬戸川 林田 宮村 枡澤 東

30 成年LW 渡来　美響 神奈川県 東洋大学 〇 WP
5-0

× 木村　歩夢 佐賀県 東京農業大学 五十嵐理 平山30-27 蛯原30-27 柏木29-28 中川30-27 田中30-27
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