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1 24 ＷＬＦ 東北 青森山田高等学校 福眞　瑠菜 × WP 0-5 ○ 西中　結菜 浪速高等学校 関西 笹子 27-30 藤田 27-30 塚本 27-30 田中 27-30 中川 27-30

2 25 ＷＦ 北信越 高岡工芸高等学校 林　夏妃 × RSC 2R 1:06 ○ 工藤　紅葉 青森北高等学校 東北 曽根崎  蛯原  西垣  米良  林田  

3 26 ＷＦ 四国 高松工芸高等学校 﨑川　怜衣音 × RSC 1R 1:41 ○ 髙倉　日向 浪速高等学校 関西 塚本  笹子  中川  枡澤  田中  

4 27 ＷＢ 北信越 新潟向陽高等学校 山口　桃果 × RSC 1R 0:47 ○ 山﨑　茉華 新田高等学校 四国 平  蛯原  佐々木  曽根崎  林田  

5 28 ＷＢ 東北 盛岡南高等学校 立柳　萌依 ○ RSC 1R 2:01 × 妹尾　実季 広陵高等学校 中国 西垣  塚本  田中  藤田  枡澤  

6 29 Ｐ 北海道 札幌創成高等学校 金澤　大和 × WP 0-5 ○ 國川　透也 興國高等学校 関西 曽根崎 27-30 平 28-29 米良 27-30 蛯原 28-29 中川 27-30

7 30 Ｐ 開催県 吉野川高等学校 柏木　太郎 ○ RSC 2R 1:55 × 大坊　翔吾 八戸工業大学第一高等学校 東北 西垣  笹子  佐々木  塚本  枡澤  

8 31 ＬＦ 関西 京都廣学館高等学校 俣野　琉樹 ○ WP 5-0 × 尾崎　優介 吉野川高等学校 開催県 蛯原 30-27 大政 29-28 林田 30-27 曽根崎 30-27 藤田 30-27

9 32 ＬＦ 関西 興國高等学校 山口　瑠 ○ RSC 1R 1:33 × 齊藤　晧太 旭川工業高等学校 北海道 曽根崎  西垣  大政  中川  平  

10 33 Ｆ 中国 広島皆実高等学校 梶井　滉介 × WP 0-5 ○ 鈴木　勇人 とわの森三愛高等学校 北海道 塚本 28-29 米良 28-29 佐々木 28-29 蛯原 28-29 林田 27-30

11 34 Ｆ 関西 王寺工業高等学校 吉良　大弥 ○ WP 5-0 × 山下　遥輝 新田高等学校 四国 田中 30-26 笹子 30-26 西垣 30-27 枡澤 30-27 中川 30-27

12 35 Ｂ 中国 広陵高等学校 松浦　海道 × WP 0-5 ○ 齋藤　輝来 京都すばる高等学校 関西 枡澤 27-30 蛯原 28-29 米良 27-30 大政 28-29 笹子 28-29

13 36 Ｂ 開催県 吉野川高等学校 松本　賢勇 × WP 0-5 ○ 藤田　大夢 江南義塾盛岡高等学校 東北 西垣 27-30 塚本 27-30 曽根崎 27-30 大政 27-30 田中 27-30

14 37 Ｌ 北海道 札幌工業高等学校 本間　虹人 × WP 2-3 ○ 宮崎　栞 崇徳高等学校 中国 佐々木 28-29 藤田 29-28 笹子 27-30 平 29-28 米良 27-30

15 38 Ｌ 関西 浪速高等学校 田河　真羽 ○ ABD 1R 0:52 × 木村　琉雅 江南義塾盛岡高等学校 東北 林田  西垣  大政  枡澤  曽根崎  

16 39 ＬＷ 四国 新田高等学校 若松　空冴 × WP 0-5 ○ 薦田　拓武 札幌工業高等学校 北海道 藤田 27-30 中川 27-30 笹子 27-30 塚本 27-30 田中 27-30

17 40 ＬＷ 関西 興國高等学校 森島　広輝 × WP 0-5 ○ 六井　和 開志学園高等学校 北信越 平 28-29 枡澤 28-29 林田 28-29 米良 28-29 西垣 28-29

18 41 Ｗ 関西 堺工科高等学校 横井　顕伸 × WP 0-5 ○ 増田　祐士 開志学園高等学校 北信越 曽根崎 27-30 米良 28-29 中川 27-30 蛯原 28-29 藤田 27-30

19 42 Ｗ 北海道 札幌工業高等学校 荻野　照平 ○ ABD 2R 1:25 × 山下　大翔 崇徳高等学校 中国 佐々木  田中  大政  林田  平  

20 43 Ｍ 関西 興國高等学校 福本　永遠 × WP 0-5 ○ 川村　　陸 札幌工業高等学校 北海道 笹子 27-30 塚本 27-30 藤田 28-29 蛯原 27-30 曽根崎 27-29

21 44 Ｍ 東北 青森山田高等学校 齋藤　大翔 × WP 1-4 ○ 羽賀　勇二 新潟向陽高等学校 北信越 枡澤 29-28 西垣 28-29 平 28-29 米良 27-30 佐々木 26-30
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