
都道府県 所属名 選手名 選手名 所属名 都道府県 R

1 A86 P 京都府 京都廣学館高等学校 定廣　征季 ○ WP 5-0 × 三芳　亮太 名古屋工学院専門学校高等課程 愛知県 吉住 八重樫 30-27 林田 30-27 塚本 30-27 枡澤 30-27 黒岩 30-27

2 A87 P 兵庫県 西宮香風高等学校 好浦　郷介 × WP 2-3 ○ 伊藤　辰哉 興國高等学校 大阪府 田中 瀬戸川 29-28 平 27-30 平山 28-29 蛯原 27-30 柏木 29-28

3 A88 P 福井県 羽水高等学校 榊　凰世生 × WP 0-5 ○ 福留　想大 習志野高等学校 千葉県 林田 枡澤 27-30 八重樫 27-30 吉住 27-30 平山 27-30 黒岩 25-30

4 A89 P 奈良県 奈良情報商業・商業高等学校 岡本　雄陽 ○ WP 4-1 × 仁木　厚希 米子松蔭高等学校 鳥取県 平 蛯原 30-27 塚本 30-27 柏木 28-29 田中 29-28 瀬戸川 30-27

5 A90 LF 宮崎県 日章学園高等学校 波多野　陽 × WP 0-5 ○ 片岡　雷斗 習志野高等学校 千葉県 平山 平 27-30 八重樫 28-29 黒岩 27-30 塚本 27-30 枡澤 28-29

6 A91 LF 埼玉県 花咲徳栄高等学校 関　　優多 × WP 2-3 ○ 入田　力斗 秀岳館高等学校 熊本県 瀬戸川 平 28-29 蛯原 29-28 柏木 29-28 田中 28-29 塚本 28-29

7 A92 LF 茨城県 八千代高等学校 渡邊　隼平 × RSC 2R 1:27 ○ 中居　真杜 興國高等学校 大阪府 黒岩 平山  八重樫  林田  吉住  枡澤  

8 A93 LF 東京都 駿台学園高等学校 加藤　准也 ○ WP 5-0 × 藤野　零大 県立工業高等学校 石川県 田中 蛯原 30-27 柏木 30-27 塚本 30-27 平 30-27 瀬戸川 30-27

9 A94 F 大阪府 興國高等学校 山口　瑠 ○ WP 5-0 × 瀬筒　陸斗 武相高等学校 神奈川県 吉住 黒岩 30-25 平山 30-26 林田 30-25 八重樫 30-26 枡澤 30-25

10 A95 F 愛媛県 新田高等学校 山本　壮汰 ○ WP 4-1 × 寺島　泰貴 開志学園高等学校 新潟県 塚本 瀬戸川 30-27 平 30-27 蛯原 28-29 田中 29-28 柏木 29-28

11 A96 F 兵庫県 西宮香風高等学校 熊本　風真 × WP 2-3 ○ 佐々木　桐馬 武生商工高等学校 福井県 八重樫 吉住 28-29 平山 28-29 林田 29-28 黒岩 28-29 枡澤 29-28

12 A97 F 香川県 高松工芸高等学校 尾上　仁勇 × WP 2-3 ○ 石山　　朋毅 山形南高等学校 山形県 蛯原 塚本 29-28 瀬戸川 28-29 柏木 29-28 田中 27-30 平 27-30

13 A98 B 兵庫県 西宮香風高等学校 坂井　優太 ○ WP 5-0 × 阿部　一力 武相高等学校 神奈川県 枡澤 黒岩 30-27 吉住 30-27 平山 30-27 八重樫 30-27 林田 30-27

14 A99 B 新潟県 新潟北高等学校 内藤　大我 ○ WP 5-0 × 園山　聖那 出雲高等学校 島根県 平 瀬戸川 30-27 蛯原 30-27 田中 30-27 柏木 30-27 塚本 30-27

15 A100 B 栃木県 作新学院高等学校 亀田　昇吾 ○ WP 5-0 × 久野　雷嚴 崇徳高等学校 広島県 八重樫 黒岩 30-26 林田 30-27 枡澤 30-27 平山 30-27 吉住 30-27

16 A101 B 京都府 京都すばる高等学校 齋藤　輝来 ○ WP 5-0 × 山森　藍暁 武生商工高等学校 福井県 柏木 蛯原 30-27 瀬戸川 30-27 枡澤 30-27 平 29-28 田中 29-28

17 A102 L 兵庫県 西宮香風高等学校 森脇　龍星 ○ RSC 2R 1:51 × 酒井　翔亜 長崎鶴洋高等学校 長崎県 黒岩 林田  吉住  八重樫  平山  塚本  

18 A103 L 静岡県 飛龍高等学校 藤田　葵夢 ○ WP 4-1 × 辻本　柊哉 高松工芸高等学校 香川県 瀬戸川 田中 30-27 平 28-29 柏木 30-27 蛯原 30-27 枡澤 30-27

19 A104 L 奈良県 王寺工業高等学校 堀江　耀斗 ○ RSC 1R 0:37 × 高嶋　拓人 鳥取東高等学校 鳥取県 平山 八重樫  黒岩  塚本  林田  吉住  

20 A105 L 山形県 山形南高等学校 森　　峻己 × RSC 2R 1:15 ○ 佐久本　祥吏 日章学園高等学校 宮崎県 平 田中  八重樫  瀬戸川  枡澤  柏木  

21 A106 LW 宮崎県 日章学園高等学校 吉住　将丈 ○ WP 5-0 × 山本　脩斗 富山第一高等学校 富山県 塚本 平山 30-27 八重樫 30-27 田中 30-27 黒岩 30-27 柏木 30-27

22 A107 LW 京都府 京都廣学館高等学校 𠮷田　望人 × WP 1-4 ○ 佐々木　駿 水沢工業高等学校 岩手県 蛯原 塚本 28-29 瀬戸川 27-30 枡澤 28-29 田中 28-29 平 30-27

23 A108 LW 青森県 青森山田高等学校 中川　来喜 ○ RSC 3R 1:26 × 井上　樹来 高松工芸高等学校 香川県 八重樫 平山  吉住  柏木  黒岩  枡澤  

24 A109 LW 佐賀県 高志館高等学校 古賀　逸希 ○ WP 5-0 × 木場　海星 名古屋工学院専門学校高等課程 愛知県 瀬戸川 林田 30-27 枡澤 30-27 田中 29-28 蛯原 29-28 塚本 29-28

25 A110 W 大阪府 興國高等学校 梶野　翔太 ○ WP 5-0 × 内田　貞助 日章学園高等学校 宮崎県 平 八重樫 30-27 柏木 30-27 平山 29-28 瀬戸川 29-28 黒岩 29-28

26 A111 W 沖縄県 沖縄水産高等学校 池田　米偉 × WP 0-5 ○ 兵藤　璃空 松山工業高等学校 愛媛県 蛯原 塚本 27-30 枡澤 27-30 田中 27-30 瀬戸川 27-30 林田 27-30

27 A112 W 東京都 駿台学園高等学校 小池　立騎 ○ WP 5-0 × 喜納　清 享栄高等学校 愛知県 八重樫 吉住 30-27 塚本 30-27 柏木 30-27 黒岩 30-27 平山 29-28

28 A113 W 栃木県 作新学院高等学校 市村　奏太 ○ RSC-I 2R 1:39 × 村中　滉希 山口農業高等学校 山口県 瀬戸川 平  蛯原  田中  林田  枡澤  

29 A114 M 大阪府 興國高等学校 川渕　一統 ○ RSC 2R 1:08 × 齊藤　総眞 開志学園高等学校 新潟県 黒岩 平  柏木  塚本  吉住  平山  

30 A115 M 広島県 崇徳高等学校 原田　開地 ○ WP 3-2 × 稲葉　　駿 日本大学山形高等学校 山形県 枡澤 塚本 30-27 林田 29-28 田中 27-30 瀬戸川 28-29 蛯原 30-27

31 A116 M 沖縄県 陽明高等学校 安里　悠 ○ WO  × 永田　凰凱 奈良朱雀・奈良商工高等学校 奈良県 柏木 吉住  黒岩  塚本  平  蛯原  

32 A117 M 愛知県 名古屋工学院専門学校高等課程 頓京　正悟 ○ WO  × 兼平　周侑 盛岡南高等学校 岩手県 田中 瀬戸川  林田  塚本  平山  蛯原  
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