
都道府県 所属名 選手名 選手名 所属名 都道府県 R

1 266 P 京都府 京都廣学館高等学校 定廣　征季 ○ WP 5-0 × 福留　想大 習志野高等学校 千葉県 蛯原 西垣 30-27 枡澤 29-28 仲村 29-28 田中 30-27 大政 30-27

2 267 P 宮崎県 日章学園高等学校 村上　一成 × WP 0-5 ○ 中山　聖也 東福岡高等学校 福岡県 中川 八重樫 27-30 平山 27-30 曽根崎 27-30 瀬川 27-30 平 27-30

3 268 LF 千葉県 習志野高等学校 片岡　雷斗 ○ WP 5-0 × 中居　真杜 興國高等学校 大阪府 平 五十嵐 30-27 中川 30-26 山﨑 30-26 黒岩 30-27 大政 30-27

4 269 LF 兵庫県 神戸第一高等学校 寺下　列 × WP 1-4 ○ 遠藤　龍匠 荏田高等学校 神奈川県 冨田 塚本 28-29 瀬川 29-28 八重樫 28-29 宮村 27-30 枡澤 27-30

5 270 F 大阪府 興國高等学校 山口　瑠 ○ WP 5-0 × 佐々木　桐馬 武生商工高等学校 福井県 佐藤 五十嵐 30-25 平山 30-27 大政 30-27 柏木 30-26 蛯原 30-27

6 271 F 愛知県 享栄高等学校 村田　碧 × WP 2-3 ○ 山下　学人 日章学園高等学校 宮崎県 曽根崎 八重樫 27-30 宮村 27-30 瀬戸川 29-28 咄下 28-29 田中 29-28

7 272 B 兵庫県 西宮香風高等学校 坂井　優太 ○ WP 5-0 × 齋藤　輝来 京都すばる高等学校 京都府 五十嵐 佐藤 30-27 平 30-26 大政 30-27 林田 30-27 西垣 29-28

8 273 B 山形県 日本大学山形高等学校 角田　　琉星 × WP 0-5 ○ 横井　貫大 菊華高等学校 愛知県 黒岩 瀬戸川 27-30 咄下 27-30 蛯原 27-30 仲村 27-30 林田 27-30

9 274 L 兵庫県 西宮香風高等学校 森脇　龍星 ○ WP 3-2 × 佐久本　祥吏 日章学園高等学校 宮崎県 大政 八重樫 28-29 曽根崎 30-27 山﨑 28-29 平山 29-28 冨田 29-28

10 275 L 北海道 札幌創成高等学校 川上　真生 × WP 0-5 ○ 秋元　啓介 青森山田高等学校 青森県 柏木 蛯原 27-30 宮村 27-30 吉住 27-30 塚本 27-30 黒岩 27-30

11 276 LW 宮崎県 日章学園高等学校 吉住　将丈 ○ WP 5-0 × 古賀　逸希 高志館高等学校 佐賀県 山﨑 咄下 29-28 瀬戸川 30-27 林田 30-27 冨田 29-28 中川 29-28

12 277 LW 千葉県 習志野高等学校 鎌田　士竜 × WP 0-5 ○ 六井　和 開志学園高等学校 新潟県 平山 枡澤 28-29 宮村 28-29 柏木 28-29 瀬川 27-30 吉住 28-29

13 278 W 大阪府 興國高等学校 梶野　翔太 ○ WP 5-0 × 小池　立騎 駿台学園高等学校 東京都 枡澤 咄下 29-26 曽根崎 30-25 西垣 30-25 仲村 29-26 佐藤 30-25

14 279 W 岩手県 水沢工業高等学校 和賀　龍希 × WP 0-5 ○ 荻野　照平 札幌工業高等学校 北海道 林田 塚本 27-30 吉住 27-30 山﨑 28-29 黒岩 27-30 瀬戸川 28-29

15 280 M 大阪府 興國高等学校 川渕　一統 ○ RSC 1R 1:34 × 頓京　正悟 名古屋工学院専門学校高等課程 愛知県 瀬戸川 中川  田中  西垣  佐藤  五十嵐  

16 281 M 北海道 札幌工業高等学校 川村　陸 × WP 0-5 ○ 藤山　成悟 上市高等学校 富山県 西垣 林田 27-30 柏木 28-29 仲村 27-30 平 27-30 蛯原 28-29
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