
都道府県 所属名 選手名 選手名 所属名 都道府県 R

1 B1 P 大分県 大分工業高等学校 後藤　仁 × WP 0-5 ○ 山田　侑輝 高松工芸高等学校 香川県 五十嵐 宮村 27-30 中川 27-30 仲村 27-30 曽根崎 27-30 咄下 27-30

2 B2 P 愛媛県 松山学院高等学校 柳井　日空 × WP 0-5 ○ 村上　一成 日章学園高等学校 宮崎県 山﨑 冨田 27-30 西垣 27-30 曽根崎 27-30 佐藤 27-30 瀬川 27-30

3 B3 P 栃木県 作新学院高等学校 市村　賛太 × RSC 1R 2:00 ○ 澤井　啓希 岐阜工業高等学校 岐阜県 咄下 曽根崎  五十嵐  中川  大政  宮村  

4 B4 P 長崎県 瓊浦高等学校 榊原　士貴 × WP 0-5 ○ 島村　紫園 岡豊高等学校 高知県 佐藤 山﨑 27-30 仲村 27-30 西垣 27-30 冨田 27-30 瀬川 27-30

5 B5 P 広島県 崇徳高等学校 吉田　太雅 ○ WO  × 及川　丈 青森山田高等学校 青森県 宮村 曽根崎  大政  咄下  中川  瀬川  

6 B6 P 佐賀県 白石高等学校 土井　龍聖 × RSC 2R 1:27 ○ 中山　聖也 東福岡高等学校 福岡県 五十嵐 仲村  西垣  佐藤  山﨑  冨田  

7 B7 LF 山形県 日本大学山形高等学校 齋藤　　幸一 × WP 1-4 ○ 福家　羽琉弥 高松工芸高等学校 香川県 中川 宮村 28-29 瀬川 28-29 仲村 28-29 大政 28-29 曽根崎 30-27

8 B8 LF 三重県 久居高等学校 谷　斗吾 × WP 0-5 ○ 杉田　　空 江南義塾盛岡高等学校 岩手県 冨田 五十嵐 26-30 山﨑 26-30 咄下 26-30 西垣 26-30 宮村 25-30

9 B9 LF 山梨県 甲府工業高等学校 松澤　善 × RSC 2R 0:25 ○ 奥田　涼太 王寺工業高等学校 奈良県 仲村 佐藤  曽根崎  宮村  大政  冨田  

10 B10 LF 沖縄県 陽明高等支援学校 根間　空志 × RSC 2R 0:47 ○ 遠藤　龍匠 荏田高等学校 神奈川県 中川 咄下  瀬川  山﨑  五十嵐  西垣  

11 B11 LF 群馬県 伊勢崎工業高等学校定時制 藤田　隼介 × WP 0-5 ○ 近藤　良 享栄高等学校 愛知県 曽根崎 仲村 27-30 山﨑 27-30 大政 27-30 佐藤 27-30 宮村 27-30

12 B12 LF 長野県 松本筑摩高等学校 平林　稜琉 × WP 0-5 ○ 有本　倖 和歌山工業高等学校 和歌山県 咄下 中川 26-29 瀬川 27-29 五十嵐 26-29 冨田 26-29 西垣 25-28

13 B13 F 和歌山県 和歌山工業高等学校 木下　杏氏 ○ RSC 3R 0:36 × 原　真陽 下伊那農業高等学校 長野県 大政 山﨑  仲村  佐藤  宮村  曽根崎  

14 B14 F 富山県 上市高等学校 藤堂　恭晴 × WP 0-5 ○ 武田　波陸人 弘前東高等学校 青森県 瀬川 仲村 26-30 中川 26-30 冨田 26-30 咄下 26-30 西垣 26-30

15 B15 F 岡山県 倉敷工業高等学校 内田　勇樹 × RSC 1R 1:52 ○ 大野　陽輝 崇徳高等学校 広島県 佐藤 五十嵐  山﨑  曽根崎  宮村  大政  

16 B16 F 群馬県 伊勢崎工業高等学校 川田　兜 × WP 0-5 ○ 中野　泰誠 京都すばる高等学校 京都府 中川 冨田 27-30 仲村 25-30 瀬川 27-30 咄下 27-30 西垣 27-30

17 B17 F 栃木県 作新学院高等学校 小川　悠希 ○ WP 5-0 × 杉山　迅 能登川高等学校 滋賀県 山﨑 五十嵐 29-28 宮村 29-28 曽根崎 29-28 佐藤 29-28 大政 30-27

18 B18 F 埼玉県 花咲徳栄高等学校 篠田　立輝 ○ WP 3-2 × 湯浅　和樹 会津工業高等学校 福島県 仲村 中川 28-29 瀬川 29-28 冨田 29-28 西垣 29-28 咄下 28-29

19 B19 B 岡山県 倉敷工業高等学校 上山　克己 ○ WP 4-1 × 雪下　広大 会津工業高等学校 福島県 宮村 佐藤 30-27 西垣 30-27 山﨑 29-28 大政 28-29 五十嵐 29-28

20 B20 B 佐賀県 佐賀西高等学校 片渕　薫人 ○ WP 5-0 × 梅下　元輝 高松工芸高等学校 香川県 曽根崎 瀬川 30-27 仲村 29-28 中川 29-28 咄下 29-28 冨田 29-28

21 B21 B 岩手県 盛岡南高等学校 齊藤　冬翔 ○ RSC 2R 1:11 × 園田　夏己 大村工業高等学校 長崎県 西垣 冨田  宮村  山﨑  大政  五十嵐  

22 B22 B 徳島県 吉野川高等学校 江﨑　銀 × RSC 1R 2:07 ○ 野添　碧澄 東海大学付属熊本星翔高等学校 熊本県 瀬川 曽根崎  仲村  五十嵐  咄下  佐藤  

23 B23 B 千葉県 習志野高等学校 島畑　翔 ○ WP 5-0 × 竹山　然 鹿屋工業高等学校 鹿児島県 大政 西垣 30-27 冨田 30-27 中川 30-27 山﨑 30-27 宮村 30-27

24 B24 B 茨城県 水戸農業高等学校 益子　　司 × WP 0-5 ○ 土谷　慈騎 伊東商業高等学校 静岡県 冨田 佐藤 28-29 咄下 27-30 曽根崎 27-30 仲村 27-30 瀬川 27-30

25 B25 L 愛知県 菊華高等学校 原田　怜 × WP 0-5 ○ 渡辺　大虎 伊勢崎工業高等学校 群馬県 西垣 宮村 27-30 五十嵐 27-30 中川 28-29 大政 27-30 山﨑 27-30

26 B26 L 福岡県 東福岡高等学校 片渕　岬希 ○ WP 5-0 × 野口　龍斗 習志野高等学校 千葉県 瀬川 仲村 29-28 大政 30-27 咄下 30-27 佐藤 29-28 冨田 29-28

27 B27 L 沖縄県 豊見城南高等学校 玉城　亜貴 × RSC 2R 0:53 ○ 平井　純粋 宮城県農業高等学校 宮城県 山﨑 曽根崎  宮村  五十嵐  西垣  中川  

28 B28 L 埼玉県 秀明英光高等学校 新井　千喜 × WP 2-3 ○ 保谷　勇次 駿台学園高等学校 東京都 咄下 冨田 27-30 佐藤 30-27 瀬川 28-29 大政 27-30 仲村 30-27

29 B29 LW 千葉県 習志野高等学校 鎌田　士竜 ○ WP 5-0 × 高橋　心平 花咲徳栄高等学校 埼玉県 中川 咄下 30-27 宮村 30-27 西垣 30-27 五十嵐 30-27 山﨑 30-27
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30 B30 LW 愛媛県 新田高等学校 大門　伊吹 × WP 0-5 ○ 郡司　和歩 会津工業高等学校 福島県 瀬川 冨田 28-29 仲村 28-29 曽根崎 27-30 山﨑 28-29 佐藤 28-29

31 B31 LW 沖縄県 沖縄水産高等学校 親川　奨 × RSC 0-5 ○ 桐越　舜 札幌工業高等学校 北海道 宮村 西垣 28-29 中川 28-29 五十嵐 27-30 大政 27-30 曽根崎 27-30

32 B32 LW 長崎県 長崎鶴洋高等学校 栗野　雅色 × RSC 1R 1:21 ○ 津久井　将太 作新学院高等学校 栃木県 山﨑 佐藤  冨田  瀬川  咄下  仲村  

33 B33 W 青森県 弘前工業高等学校 浜田　実來 ○ WP 5-0 × 麻生　輝 千葉経済大学附属高等学校 千葉県 瀬川 山﨑 29-28 佐藤 30-27 冨田 29-28 仲村 30-27 咄下 30-27

34 B34 W 神奈川県 武相高等学校 西久保　匠 × WP 2-3 ○ 渡邊　柊弥 飛龍高等学校 静岡県 大政 西垣 28-29 宮村 28-29 五十嵐 29-28 曽根崎 29-28 中川 27-30

35 B35 W 福島県 勿来工業高等学校 松本　風毅 ○ WP 3-2 × 内田　静弥 遊学館高等学校 石川県 仲村 山﨑 30-26 冨田 29-27 瀬川 27-29 咄下 27-29 佐藤 30-26

36 B36 W 茨城県 総和工業高等学校 中村　隼也 × WP 0-5 ○ 和賀　龍希 水沢工業高等学校 岩手県 五十嵐 咄下 28-29 曽根崎 28-29 西垣 27-30 宮村 27-30 大政 27-30

37 B37 W 北海道 札幌工業高等学校 荻野　照平 ○ RSC 1R 1:10 × 山崎　尋都 奈良朱雀・奈良商工高等学校 奈良県 山﨑 五十嵐  冨田  仲村  佐藤  瀬川  

38 B38 W 埼玉県 秀明英光高等学校 中村　隼也 × RSC 1R 1:08 ○ 石井　　翔 日本大学山形高等学校 山形県 咄下 中川  曽根崎  瀬川  大政  西垣  

39 B39 W 佐賀県 白石高等学校 堀田　陸志 ○ WP 5-0 × 永川　諒岳 莵道高等学校 京都府 仲村 佐藤 30-27 大政 30-27 五十嵐 30-27 曽根崎 30-27 瀬川 30-27


