
都道府県 所属名 選手名 選手名 所属名 都道府県 R

1 A118 P 京都府 京都廣学館高等学校 定廣　征季 ○ WP 5-0 × 伊藤　辰哉 興國高等学校 大阪府 蛯原 塚本 28-27 平 29-26 林田 29-26 瀬戸川 29-26 平山 28-27

2 A119 P 千葉県 習志野高等学校 福留　想大 ○ WP 5-0 × 岡本　雄陽 奈良情報商業・商業高等学校 奈良県 田中 柏木 30-27 黒岩 30-27 林田 30-26 枡澤 30-27 八重樫 30-27

3 A120 LF 千葉県 習志野高等学校 片岡　雷斗 ○ RSC 2R 1:33 × 入田　力斗 秀岳館高等学校 熊本県 瀬戸川 平山  平  塚本  吉住  蛯原  

4 A121 LF 大阪府 興國高等学校 中居　真杜 ○ WP 5-0 × 加藤　准也 駿台学園高等学校 東京都 枡澤 林田 29-27 吉住 29-27 黒岩 30-26 柏木 30-26 八重樫 29-27

5 A122 F 大阪府 興國高等学校 山口　瑠 ○ RSC 1R 1:24 × 山本　壮汰 新田高等学校 愛媛県 林田 吉住  瀬戸川  平  蛯原  塚本  

6 A123 F 福井県 武生商工高等学校 佐々木　桐馬 ○ WP 5-0 × 石山　　朋毅 山形南高等学校 山形県 田中 柏木 30-27 八重樫 30-27 黒岩 30-27 林田 30-27 枡澤 29-28

7 A124 B 兵庫県 西宮香風高等学校 坂井　優太 ○ WP 5-0 × 内藤　大我 新潟北高等学校 新潟県 吉住 瀬戸川 30-26 塚本 30-27 林田 30-26 平山 30-27 蛯原 30-27

8 A125 B 栃木県 作新学院高等学校 亀田　昇吾 × RSC 2R 1:08 ○ 齋藤　輝来 京都すばる高等学校 京都府 黒岩 枡澤  柏木  田中  林田  八重樫  

9 A126 L 兵庫県 西宮香風高等学校 森脇　龍星 ○ WP 4-1 × 藤田　葵夢 飛龍高等学校 静岡県 塚本 林田 30-27 瀬戸川 28-29 吉住 29-28 平山 29-28 蛯原 29-28

10 A127 L 奈良県 王寺工業高等学校 堀江　耀斗 × WP 2-3 ○ 佐久本　祥吏 日章学園高等学校 宮崎県 柏木 枡澤 29-28 黒岩 29-28 八重樫 28-29 平 27-30 田中 28-29

11 A128 LW 宮崎県 日章学園高等学校 吉住　将丈 ○ WP 5-0 × 佐々木　駿 水沢工業高等学校 岩手県 平山 田中 30-27 塚本 30-27 平 30-27 瀬戸川 30-27 枡澤 30-27

12 A129 LW 青森県 青森山田高等学校 中川　来喜 × WP 1-4 ○ 古賀　逸希 高志館高等学校 佐賀県 黒岩 柏木 27-30 田中 28-29 八重樫 27-30 蛯原 29-28 林田 28-29

13 A130 W 大阪府 興國高等学校 梶野　翔太 ○ WP 5-0 × 兵藤　璃空 松山工業高等学校 愛媛県 平 林田 30-26 平山 30-26 瀬戸川 30-26 枡澤 30-26 吉住 30-26

14 A131 W 東京都 駿台学園高等学校 小池　立騎 ○ WP 5-0 × 市村　奏太 作新学院高等学校 栃木県 八重樫 田中 30-27 黒岩 29-28 枡澤 29-28 蛯原 30-27 柏木 29-28

15 A132 M 大阪府 興國高等学校 川渕　一統 ○ RSC 3R 0:00 × 原田　開地 崇徳高等学校 広島県 平山 蛯原  平  瀬戸川  吉住  林田  

16 A133 M 沖縄県 陽明高等学校 安里　悠 × ABD 1R 0:47 ○ 頓京　正悟 名古屋工学院専門学校高等課程 愛知県 枡澤 林田  蛯原  黒岩  田中  柏木  
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