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1 32 女子 P級 日連推薦 白山高等学校 堀　琉榎 × WO  ○ 福田　有里 日本大学山形高等学校　 東北 橋口 古賀  黒岩  中川  瀬戸川  田浦  

2 33 女子 P級 中国 山口農業高等学校 岩本　にな ○ WP 3-2 × 村上　奈々子 新田高等学校 四国 山﨑 平山 30-27 五十嵐 29-28 塚本 30-27 蛯原 28-29 枡澤 27-30

3 34 女子 P級 東海 岐阜工業高等学校 小川　麗 ○ WP 5-0 × 髙木　あい 開志学園高等学校 北信越 黒岩 西垣 30-27 田中 30-27 橋口 30-27 中村 30-27 中川 30-27

4 35 女子 P級 九州 熊本工業高等学校 宮田　ゆう × WP 1-4 ○ 岡部　月香 前橋育英高等学校 関東 平山 古賀 28-29 山﨑 28-29 枡澤 28-29 五十嵐 28-29 蛯原 29-28

5 36 女子 LF級 日連推薦 駿台学園高等学校 田口　永真 ○ RSC 1R 1:33 × 金田　咲貴 盛岡南高等学校 東北 田浦 瀬戸川  西垣  塚本  蛯原  田中  

6 37 女子 LF級 四国 新田高等学校 高平　未久 × RSC 3R 1:55 ○ 崎濱　心樹 浪速高校 関西 中川 黒岩  平山  橋口  中村  古賀  

7 38 女子 LF級 関東 花咲徳栄高等学校 吉田　すず ○ RSC 1R 1:02 × 林　愛心 武生商工高等学校 北信越 古賀 西垣  蛯原  瀬戸川  枡澤  田浦  

8 39 女子 LF級 中国 崇徳高等学校 山本　妃夏 × RSC 2R 0:56 ○ 太田　彩睦 高志館高校 九州 田中 山﨑  中村  黒岩  塚本  五十嵐  

9 40 女子 F級 日連推薦 白鷗大学足利高等学校 鈴木　美結 ○ RSC 1R 2:06 × 清藤　祐花 青森山田高等学校 東北 瀬戸川 田浦  枡澤  古賀  平山  西垣  

10 41 女子 F級 関西 大阪商業大学高等学校 北村　光稀 × WP 0-5 ○ 山田　月琴 宇佐高等学校 九州 黒岩 田中 26-30 橋口 27-30 五十嵐 26-30 山﨑 26-30 中川 26-30

11 42 女子 F級 関東 駿台学園高等学校 及川　美来 ○ WP 5-0 × 山下　茉莉 高松工芸高等学校 四国 蛯原 平山 30-27 瀬戸川 30-27 西垣 30-27 枡澤 30-27 塚本 30-27

12 43 女子 F級 中国 山陽高等学校 村田　蒔音 × RSC 1R 2:07 ○ 鎌倉　白蓮 菊華高等学校 東海 中村 橋口  五十嵐  黒岩  古賀  中川  

13 44 女子 B級 関東 府中東高等学校 越前谷　瑠夏 × RSC 1R 2:08 ○ 山川　咲舞 明野高等学校 東海 西垣 枡澤  塚本  田中  田浦  平山  

14 45 女子 B級 北信越 金沢高等学校 水上　莉愛 × WP 0-5 ○ 廣田　まり香 高松工芸高等学校 四国 五十嵐 中川 27-30 山﨑 28-29 古賀 28-29 中村 28-29 瀬戸川 27-30

15 46 女子 B級 東北 新庄東高等学校 奥山　愛心 × RSC 3R 0:57 ○ 堤　梨菜 日章学園高等学校 九州 田中 枡澤  塚本  平山  橋口  田浦  

16 47 女子 L級 日連推薦 久居高等学校 安達　星奈 ○ RSC 1R 1:32 × 金丸　桜花 出雲西高等学校 中国 瀬戸川 山﨑  中川  蛯原  五十嵐  中村  

17 48 女子 L級 四国 松山工業高等学校 戸田　姫奈 × RSC 1R 1:19 ○ 伊藤　あこ 蒲郡高等学校 東海 塚本 枡澤  田中  平山  西垣  橋口  

18 49 女子 L級 関西 西宮香風高等学校 岡山　さくら ○ WP 5-0 × 大城戸　優杏 熊本工業高等学校 九州 中川 五十嵐 30-26 瀬戸川 30-27 黒岩 30-27 蛯原 30-27 古賀 30-27

19 50 女子 L級 関東 作新学院高等学校 板倉　心愛 ○ RSC 3R 1:17 × 高見　夏姫 盛岡南高等学校 東北 平山 中村  西垣  田浦  山﨑  塚本  

20 51 男子 P級 日連推薦 東福岡高等学校 中山　聖也 ○ RSC 3R 1:17 × 山口　庵莉 足立東高等学校 関東 黒岩 中村  塚本  平山  古賀  田浦  

21 52 男子 P級 中国 広陵高等学校 小濱　汐遥 × ABD 2R 0:50 ○ 三芳　亮太 名古屋工学院専門学校高等課程 東海 瀬戸川 田中  中村  橋口  中川  山﨑  

22 53 男子 P級 東北 日本大学山形高等学校　 安食　諒哉 ○ RSC 3R 1:40 × 野　暁也 釧路北陽高等学校 北海道 西垣 黒岩  古賀  五十嵐  田浦  蛯原  

23 54 男子 P級 関西 興國高等学校 岩井　大地 × WP 2-3 ○ 村上　一成 日章学園高等学校 九州 枡澤 田中 30-27 山﨑 28-29 塚本 29-28 平山 28-29 中川 28-29

24 55 男子 LF級 日連推薦 習志野高等学校 片岡　雷斗 ○ RSC 2R 1:29 × 尾前　志門 鹿児島工業高等学校 鹿児島 古賀 黒岩  瀬戸川  西垣  五十嵐  田浦  

25 56 男子 LF級 中国 崇徳高等学校 吉田　太雅 ○ WP 4-1 × 波多野　陽 日章学園高等学校 九州 塚本 田中 29-28 中川 30-27 橋口 27-30 中村 29-28 平山 30-27

26 57 男子 LF級 関東 駿台学園高等学校 加藤　准也 × WP 0-5 ○ 及川　丈 青森山田高等学校 東北 田浦 蛯原 28-29 五十嵐 27-30 枡澤 28-29 西垣 27-30 瀬戸川 27-30

27 58 男子 LF級 九州 白石高等学校 川南　隆章 × WP 0-5 ○ 中居　真杜 興國高等学校 関西 山﨑 塚本 27-30 中村 26-30 古賀 26-30 田中 26-30 橋口 27-30

28 59 男子 F級 北信越 武生商工高等学校 佐々木　桐馬 ○ WP 4-1 × 久原　悠人 白石高等学校 九州 枡澤 五十嵐 30-27 中川 30-27 平山 30-27 田浦 29-28 黒岩 28-29

29 60 男子 F級 東海 三好高等学校 吉田　陸人 × WP 0-5 ○ 伊藤　千飛 興國高等学校 関西 塚本 橋口 27-30 瀬戸川 28-29 西垣 27-30 田中 28-29 山﨑 28-29

30 61 男子 F級 東北 青森山田高等学校 佐々木　大斗 × WP 0-5 ○ 中野　泰誠 京都すばる高等学校 関西 黒岩 中川 28-29 古賀 28-29 五十嵐 28-29 枡澤 26-30 蛯原 27-30

31 62 男子 F級 関東 星槎国際高等学校湘南 谷川　壽貴哉 × RSC 1R 1:51 ○ 川瀨　一葉 熊本農業高等学校 九州 瀬戸川 田浦  平山  橋口  田中  中村  

32 63 男子 B級 日連推薦 西宮香風高等学校 坂井　優太 ○ WP 5-0 × 原田　怜 菊華高等学校 東海 古賀 西垣 30-26 山﨑 30-27 枡澤 30-27 五十嵐 30-27 蛯原 30-27

33 64 男子 B級 九州 東福岡高等学校 中山　鉱一 ○ WP 5-0 × 藤木　勇利 興國高等学校 関西 橋口 田浦 30-27 中村 30-27 中川 30-27 塚本 29-28 黒岩 30-27

34 65 男子 B級 関西 西宮香風高等学校 熊本　風真 ○ WP 5-0 × 田上　獅道 星稜高等学校 北信越 五十嵐 中村 29-27 瀬戸川 30-25 田中 30-25 蛯原 29-27 山﨑 30-26

35 66 男子 B級 関東 駿台学園高等学校 仁平　琴也 × WP 0-5 ○ 川口　大空 新田高等学校 四国 田浦 橋口 28-29 中川 26-30 平山 27-30 黒岩 27-30 枡澤 27-30

36 67 男子 L級 関西 王寺工業高校 堀江　耀斗 ○ RSC 2R 1:23 × 玉村　駿伍 武生商工高等学校 北信越 古賀 蛯原  西垣  山﨑  中村  田中  

37 68 男子 L級 関東 水戸桜ノ牧高等学校 円谷　健聖 × WO  ○ 渡辺　大虎 伊勢崎工業高等学校 関東 五十嵐 瀬戸川  枡澤  中川  橋口  塚本  

38 69 男子 L級 九州 東福岡高等学校 片渕　岬希 × WP 0-5 ○ 鈴木　海良 山形南高等学校 東北 西垣 蛯原 28-29 古賀 28-29 山﨑 27-30 中村 27-30 黒岩 28-29

39 70 男子 L級 鹿児島 鹿屋工業高等学校 松下　充希 × WP 0-5 ○ 奥村　将真 興國高等学校 関西 中川 塚本 28-29 五十嵐 27-30 田浦 27-30 蛯原 28-29 枡澤 27-30

40 71 男子 LW級 日連推薦 日章学園高等学校 吉住　将丈 ○ WP 5-0 × 吉村　司 武生商工高等学校 北信越 枡澤 西垣 30-27 黒岩 30-27 橋口 30-27 田中 30-27 瀬戸川 30-27

41 72 男子 LW級 四国 新田高等学校 大門　伊吹 ○ WP 3-0 × 木場　海星 名古屋工学院専門学校高等課程 東海 中村 平山 30-26 五十嵐 28-28 田浦 30-26 蛯原 29-27 古賀 28-28

42 73 男子 LW級 北海道 札幌工業高等学校 桐越　舜 × WP 0-5 ○ 小池　立騎 駿台学園高等学校 関東 中川 瀬戸川 27-30 黒岩 27-30 塚本 28-29 田中 27-30 平山 27-30

43 74 男子 LW級 関東 武相高等学校 大胡　晴哉 × WP 0-5 ○ 秋元　啓介 青森山田高等学校 東北 枡澤 橋口 27-30 蛯原 27-30 西垣 28-29 古賀 28-29 山﨑 27-30

44 75 男子 W級 日連推薦 開志学園高等学校 川村　萌斗 ○ RSC 2R 0:40 × 三世田　颯 崇徳高等学校 中国 田中 塚本  瀬戸川  黒岩  中村  平山  

45 76 男子 W級 四国 新居浜西高等学校 髙田　成之介 ○ WP 4-1 × 西添　陸斗 東福岡高等学校 九州 蛯原 中川 29-28 田浦 29-28 西垣 28-29 枡澤 29-28 山﨑 30-27

46 77 男子 W級 関東 武相高等学校 西久保　匠 ○ WP 3-2 × 豊重　梓音 鹿屋工業高等学校 鹿児島 平山 古賀 30-27 五十嵐 29-28 瀬戸川 27-30 塚本 28-29 黒岩 30-27

47 78 男子 W級 関西 王寺工業高校 山田　幸多 × WP 0-5 ○ 和賀　龍希 水沢工業高等学校 東北 西垣 五十嵐 27-30 枡澤 27-30 蛯原 27-30 平山 27-30 田中 27-30

48 79 男子 M級 中国 米子高等学校 川端　響喜 ○ WP 5-0 × 下浅　永久 八戸工業大学第一高等学校 東北 中村 瀬戸川  田浦  橋口  塚本  山﨑  

49 80 男子 M級 北信越 巻総合高等学校 設樂　悠晃 × KO 1R 0:24 ○ オビジアク律樹フィレモン 高松工芸高等学校 四国 蛯原 西垣  平山  中川  枡澤  田中  

50 81 男子 M級 九州 東海大学付属熊本星翔高等学校 井上　舜矢 × WP 0-5 ○ 小池　颯 三好高等学校 東海 橋口 五十嵐 28-29 山﨑 27-30 中村 27-30 塚本 28-29 田浦 28-29

51 82 男子 M級 鹿児島 鹿屋工業高等学校 吉田　響 × RSC 1R 0:59 ○ シルバ　イエシュア 作新学院高等学校 関東 山﨑 蛯原  古賀  中川  田中  瀬戸川  


