
ブロック 所属名 選手名 選手名 所属名 ブロック

1 1 女子 LF級 東海 明野高等学校 小泉　真琴 × WP 1-4 ○ 金田　咲貴 盛岡南高等学校 東北

2 2 女子 F級 北信越 武生商工高等学校 渡辺　來夢 × WP 1-4 ○ 清藤　祐花 青森山田高等学校 東北

3 3 女子 L級 中国 出雲西高等学校 金丸　桜花 ○ RSC 3R 1:45 × 野上　優花 新潟南高等学校 北信越

4 4 男子 P級 四国 岡豊高等学校 成岡　高汰 × RSC 1R 1:14 ○ 山口　庵莉 足立東高等学校 関東

5 5 男子 P級 関西 興國高等学校 岩井　大地 ○ RSC 1R 1:30 × 榊　凰世生 羽水高等学校 北信越

6 6 男子 LF級 北信越 金沢北陵高等学校 近藤　海人 × WP 0-5 ○ 尾前　志門 鹿児島工業高等学校 鹿児島

7 7 男子 LF級 中国 崇徳高等学校 吉田　太雅 ○ WP 5-0 × 松村　一喜 向上高等学校 関東

8 8 男子 LF級 関西 和歌山工業高等学校 有本　倖 × WP 2-3 ○ 波多野　陽 日章学園高等学校 九州

9 9 男子 LF級 東北 青森山田高等学校 及川　丈 ○ WP 5-0 × 上村　和己 岐阜工業高等学校 東海

10 10 男子 LF級 北海道 札幌工業高等学校 秋山　修也 × RSC 1R 1:18 ○ 川南　隆章 白石高等学校 九州

11 11 男子 F級 九州 白石高等学校 久原　悠人 ○ WP 5-0 × 三村　洸敬 関西高校 中国

12 12 男子 F級 関東 作新学院高等学校 中村　翔氣 × WP 0-5 ○ 中野　泰誠 京都すばる高等学校 関西

13 13 男子 F級 関東 星槎国際高等学校湘南 谷川　壽貴哉 ○ WP 5-0 × 竹添　聖捺 鹿児島城西高等学校 鹿児島

14 14 男子 B級 東海 菊華高等学校 原田　怜 ○ RSC 3R 1:05 × 枇杷　達弥 鹿児島工業高等学校 鹿児島

15 15 男子 B級 東北 青森県立弘前工業高等学校 松田　佳大 × WP 0-5 ○ 中山　鉱一 東福岡高等学校 九州

16 16 男子 B級 関西 興國高等学校 藤木　勇利 ○ WP 4-1 × 岡﨑　翔 武相高等学校 関東

17 17 男子 B級 北海道 旭川東高等学校 横田　拳信 × WP 0-5 ○ 田上　獅道 星稜高等学校 北信越

18 18 男子 B級 関東 駿台学園高等学校 仁平　琴也 ○ WP 5-0 × 園山　聖那 出雲高等学校 中国

19 19 男子 L級 北信越 武生商工高等学校 玉村　駿伍 ○ WP 5-0 × 江口　蒼太 新田高等学校 四国

20 20 男子 L級 関東 水戸桜ノ牧高等学校 円谷　健聖 ○ WP 5-0 × 犬塚　琉樹 享栄高等学校 東海

21 21 男子 L級 関東 伊勢崎工業高等学校 渡辺　大虎 ○ WP 3-2 × 泉川　寛愛 中部商業高等学校 九州

22 22 男子 L級 中国 関西高校 岩本　崇之介 × WP 1-4 ○ 鈴木　海良 山形南高等学校 東北

23 23 男子 L級 北海道 札幌創成高等学校 渡辺　天 × WP 0-5 ○ 松下　充希 鹿屋工業高等学校 鹿児島

24 24 男子 LW級 中国 関西高校 森藤　彰一 × WP 0-5 ○ 吉村　司 武生商工高等学校 北信越

25 25 男子 LW級 四国 新田高等学校 大門　伊吹 ○ RSC 3R 1:43 × 小川　智大 鹿児島工業高等学校 鹿児島

26 26 男子 LW級 関西 京都先端科学大学附属高等学校 國政　利久都 × WP 0-5 ○ 木場　海星 名古屋工学院専門学校高等課程 東海

27 27 男子 LW級 北海道 札幌工業高等学校 桐越　舜 ○ WP 5-0 × 川端　響也 名護商工高等学校 九州

28 28 男子 LW級 九州 鶴崎工業高等学校 田中　那知 × WP 0-5 ○ 小池　立騎 駿台学園高等学校 関東

29 29 男子 LW級 関東 武相高等学校 大胡　晴哉 ○ WP 5-0 × 沖田　義貫 興國高等学校 関西

30 30 男子 W級 北信越 新潟向陽高等学校 熊倉　世光 × WP 0-5 ○ 三世田　颯 崇徳高等学校 中国

31 31 男子 M級 関西 京都工学院高等学校 宮越　吏叶 × WP 0-5 ○ 下浅　永久 八戸工業大学第一高等学校 東北
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