
順 都道府県 都道府県

1 山口　力丸 初 長崎鶴洋高等学校 （長崎県） 黒部　遥斗 都留興譲館高等学校 （山梨県）

2 依田　蒼基 初 新名学園旭丘高等学校 （神奈川県） 甲斐　芭瑠真 初 竹原高等学校 （広島県）

3 齋藤　優希 近畿大学附属高等学校 （大阪府） 松井　奏凪人 初 鳥取城北高等学校 （鳥取県）

4 前田　英龍 中津東高等学校 （大分県） 山下　武蔵 初 高知工業高等学校 （高知県）

5 伊良部　誠士 中部農林高等学校 （沖縄県） 狩野　煌太 初 海洋高等学校 （新潟県）

6 鈴木　大和 初 三本木農業・三本木農業恵拓高等学校 （青森県） 大手　希星 初 文徳高等学校 （熊本県）

7 川原　剛 初 福井農林高等学校 （福井県） 相原　一翔 豊田工科高等学校 （愛知県）

8 田崎　正美 初 埼玉栄高等学校 （埼玉県） 早渕　伊咲 弐 名西高等学校 （徳島県）

9 紺野　伯飛 日吉ケ丘高等学校 （京都府） 今田　光紀 足立新田高等学校 （東京都）

10 富永　陸人 小林西高等学校 （宮崎県） 田中　大地 初 報徳学園高等学校 （兵庫県）

11 山本　涼斗 隠岐水産高等学校 （島根県） 大塚　風太 初 黒羽高等学校 （栃木県）

12 安藤　珠璃 拓殖大学紅陵高等学校 （千葉県） 佐伯　徒和 多久高等学校 （佐賀県）

13 沼澤　利玖 初 新庄神室産業高等学校 （山形県） 長内　風道 初 五所川原農林高等学校 （青森県）

14 青木　秀樹 農業経営高等学校 （香川県） 新田　将大 中部農林高等学校 （沖縄県）

15 中上　景虎 中津東高等学校 （大分県） 齋藤　芯太郎 弐 近畿大学附属高等学校 （大阪府）

16 野田　典雅 初 箕島高等学校 （和歌山県） 岩元　風樹 初 日田林工高等学校 （大分県）

17 國分　夏 日本大学東北高等学校 （福島県） ツェルメグ 初 新名学園旭丘高等学校 （神奈川県）

18 柴田　林太 初 秋田北鷹高等学校 （秋田県） 峯　蒼馬 初 長崎鶴洋高等学校 （長崎県）

19 ムンフェルデネ　ブヤントグトフ 明徳義塾高等学校 （高知県） 小原　颯太 拓殖大学紅陵高等学校 （千葉県）

20 菅原　悠翔 飛龍高等学校 （静岡県） 中田　総志 隠岐水産高等学校 （島根県）

21 佐藤　優成 加美農業高等学校 （宮城県） 下田　大樹 初 小林西高等学校 （宮崎県）

22 工藤　佳太 弐 平舘高等学校 （岩手県） 齋藤　藍 鳥羽高等学校 （京都府）

23 岡本　隼翔 岐阜農林高等学校 （岐阜県） 齋藤　成剛 初 埼玉栄高等学校 （埼玉県）

24 森田　陽彦 初 金沢学院大学附属高等学校 （石川県） 宮口　瑠嬉久 初 福井農林高等学校 （福井県）

25 平戸　琉聖 初 岡山理科大学附属高等学校 （岡山県） 伊藤　憂 初 平舘高等学校 （岩手県）

26 中込　翔大 甲府工業高等学校 （山梨県） 岩谷　宗晟 初 五所川原農林高等学校 （青森県）

27 篠崎　颯太 弐 東洋大学附属牛久高等学校 （茨城県） 片山　優真 初 岡山理科大学附属高等学校 （岡山県）

28 政岡　海音 初 竹原高等学校 （広島県） 小林　一徹 初 東洋大学附属牛久高等学校 （茨城県）

29 岩本　修和 弐 高岡向陵高等学校 （富山県） 大山　蓮斗 初 宇治山田商業高等学校 （三重県）

30 アルタンゲレル ソソルフー 鳥取城北高等学校 （鳥取県） 河野　宏輝 初 高千穂高等学校 （宮崎県）

31 藤宗　雄大 初 高知農業高等学校 （高知県） 竹内　恵 初 更級農業高等学校 （長野県）

32 井上　拓海 初 宇治山田商業高等学校 （三重県） ムンクオド 北海道栄高等学校 （北海道）

33 石本　龍士 初 海洋高等学校 （新潟県） 五十嵐　一成 初 樹徳高等学校 （群馬県）

34 伊藤　凜空 木曽青峰高等学校 （長野県） 兵頭　虎大郎 初 宇和島東高等学校 （愛媛県）

35 東　亮佑 弐 北海道栄高等学校 （北海道） 下村　耶真人 下関北高等学校 （山口県）

36 本田　豪太郎 弐 文徳高等学校 （熊本県） 砂坂　有哉 初 明徳義塾高等学校 （高知県④）

個人戦予選　第１回戦　対戦表

東 （決まり手） 西
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37 関根　涼太 初 樹徳高等学校 （群馬県） 田村　蒼汰 加茂水産高等学校 （山形県）

38 水野　智朗 愛知工業大学名電高等学校 （愛知県） 三﨑　寛大 高松南高等学校 （香川県）

39 宮本　陸矢 初 希望が丘高等学校 （福岡県） 竹林　顕信 初 北海道栄高等学校 （北海道）

40 久保　　勇斗 弐 野村高等学校 （愛媛県） 西出　大毅 和歌山商業高等学校 （和歌山県）

41 久積　啓汰 名西高等学校 （徳島県） 阿部　佑磨 松韻学園福島高等学校 （福島県）

42 小宮山　翔海 足立新田高等学校 （東京都） 田子　麻聖 秋田北鷹高等学校 （秋田県）

43 橋本　琉 報徳学園高等学校 （兵庫県） 奥田　史祐 弐 明徳義塾高等学校 （高知県）

44 福田　真祐 矢板高等学校 （栃木県） 桑原　哲平 初 飛龍高等学校 （静岡県）

45 福崎　真逢輝 初 樟南高等学校 （鹿児島県） 阿部　凌成 初 小牛田農林高等学校 （宮城県）

46 満上　颯悟 初 多久高等学校 （佐賀県） 工藤　晃太 弐 平舘高等学校 （岩手県）

47 加藤　颯太 南陽工業高等学校 （山口県） 生駒　智之 大垣日本大学高等学校 （岐阜県）

48 篠　侑磨 初 金沢学院大学附属高等学校 （石川県） 松元　羅衣矩 弐 鹿児島商業高等学校 （鹿児島県）

49 小野　颯大 初 岡山理科大学附属高等学校 （岡山県） 服部　隼都 岐阜農林高等学校 （岐阜県）

50 中田　優統 甲府工業高等学校 （山梨県） バヤルボルド 希望が丘高等学校 （福岡県）

51 武甕　仁 初 東洋大学附属牛久高等学校 （茨城県） 山岸　力 弐 高岡向陵高等学校 （富山県）

52 児玉　聖人 初 豊田高等学校 （広島県） 伊藤　航太 初 小牛田農林高等学校 （宮城県）

53 五十嵐　翔 弐 高岡向陵高等学校 （富山県） 石川　凰 金足農業高等学校 （秋田県）

54 成田　力道 弐 鳥取城北高等学校 （鳥取県） 西本　渉真　 初 高知農業高等学校 （高知県）

55 苗加　挺駕 長浜北星高等学校 （滋賀県） 佐藤　悠佑 初 日本大学東北高等学校 （福島県）

56 中村　倭 初 宇治山田商業高等学校 （三重県） 山本　十蔵 初 和歌山商業高等学校 （和歌山県）

57 関　真成 初 津南中等教育高等学校 （新潟県） イルムーントルガ 北海道栄高等学校 （北海道）

58 北村　優太 初 更級農業高等学校 （長野県） 梅林　龍弥 香川東部養護学校 （香川県）

59 野坂　朋矢 弐 北海道栄高等学校 （北海道） 村上　大祐 酒田光陵高等学校 （山形県）

60 山下　昇介 初 文徳高等学校 （熊本県） 成川　力哉 初 拓殖大学紅陵高等学校 （千葉県）

61 塚田　匠城 初 樹徳高等学校 （群馬県） 齋藤　壱成 隠岐水産高等学校 （島根県）

62 加藤　逢恩 初 愛知工業大学名電高等学校 （愛知県） 小村　玄大 初 金沢市立工業高等学校 （石川県）

63 山﨑　柊 初 希望が丘高等学校 （福岡県） 李　聖太 鳥羽高等学校 （京都府）

64 兵頭　　佑彌 初 野村高等学校 （愛媛県） 高山　瞬佑 初 埼玉栄高等学校 （埼玉県）

65 安田　剛 初 名西高等学校 （徳島県） 浅井　大地 福井農林高等学校 （福井県）

66 横山　司 足立新田高等学校 （東京都） 長村　晃宏 初 飛龍高等学校 （静岡県）

67 大角　悠誠 初 報徳学園高等学校 （兵庫県） 島袋　偉海 中部農林高等学校 （沖縄県）

68 磯　友樹 初 黒羽高等学校 （栃木県） 野島　大陽 中津東高等学校 （大分県）

69 新島　伊武起 弐 樟南高等学校 （鹿児島県） 神藤　輝 弐 近畿大学附属高等学校 （大阪府）

70 東島　　　翔 初 多久高等学校 （佐賀県） チンゾリグ 初 新名学園旭丘高等学校 （神奈川県）

71 島崎　涼 下関北高等学校 （山口県） 小森　瞳月 初 諫早農業高等学校 （長崎県）
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1 相原　一翔 豊田工科高等学校 （愛知県） 山口　力丸 初 長崎鶴洋高等学校 （長崎県）

2 早渕　伊咲 弐 名西高等学校 （徳島県） 依田　蒼基 初 新名学園旭丘高等学校 （神奈川県）

3 今田　光紀 足立新田高等学校 （東京都） 齋藤　優希 近畿大学附属高等学校 （大阪府）

4 田中　大地 初 報徳学園高等学校 （兵庫県） 前田　英龍 中津東高等学校 （大分県）

5 大塚　風太 初 黒羽高等学校 （栃木県） 伊良部　誠士 中部農林高等学校 （沖縄県）

6 佐伯　徒和 多久高等学校 （佐賀県） 鈴木　大和 初 三本木農業・三本木農業恵拓高等学校 （青森県）

7 長内　風道 初 五所川原農林高等学校 （青森県） 川原　剛 初 福井農林高等学校 （福井県）

8 新田　将大 中部農林高等学校 （沖縄県） 田崎　正美 初 埼玉栄高等学校 （埼玉県）

9 岩元　風樹 初 日田林工高等学校 （大分県） 紺野　伯飛 日吉ケ丘高等学校 （京都府）

10 齋藤　芯太郎 弐 近畿大学附属高等学校 （大阪府） 富永　陸人 小林西高等学校 （宮崎県）

11 ツェルメグ 初 新名学園旭丘高等学校 （神奈川県） 山本　涼斗 隠岐水産高等学校 （島根県）

12 峯　蒼馬 初 長崎鶴洋高等学校 （長崎県） 安藤　珠璃 拓殖大学紅陵高等学校 （千葉県）

13 小原　颯太 拓殖大学紅陵高等学校 （千葉県） 沼澤　利玖 初 新庄神室産業高等学校 （山形県）

14 中田　総志 隠岐水産高等学校 （島根県） 青木　秀樹 農業経営高等学校 （香川県）

15 下田　大樹 初 小林西高等学校 （宮崎県） 中上　景虎 中津東高等学校 （大分県）

16 齋藤　藍 鳥羽高等学校 （京都府） 野田　典雅 初 箕島高等学校 （和歌山県）

17 齋藤　成剛 初 埼玉栄高等学校 （埼玉県） 國分　夏 日本大学東北高等学校 （福島県）

18 宮口　瑠嬉久 初 福井農林高等学校 （福井県） 柴田　林太 初 秋田北鷹高等学校 （秋田県）

19 伊藤　憂 初 平舘高等学校 （岩手県） ムンフェルデネ　ブヤントグトフ 明徳義塾高等学校 （高知県）

20 岩谷　宗晟 初 五所川原農林高等学校 （青森県） 菅原　悠翔 飛龍高等学校 （静岡県）

21 片山　優真 初 岡山理科大学附属高等学校 （岡山県） 佐藤　優成 加美農業高等学校 （宮城県）

22 小林　一徹 初 東洋大学附属牛久高等学校 （茨城県） 工藤　佳太 弐 平舘高等学校 （岩手県）

23 大山　蓮斗 初 宇治山田商業高等学校 （三重県） 岡本　隼翔 岐阜農林高等学校 （岐阜県）

24 河野　宏輝 初 高千穂高等学校 （宮崎県） 森田　陽彦 初 金沢学院大学附属高等学校 （石川県）

25 竹内　恵 初 更級農業高等学校 （長野県） 平戸　琉聖 初 岡山理科大学附属高等学校 （岡山県）

26 ムンクオド 北海道栄高等学校 （北海道） 中込　翔大 甲府工業高等学校 （山梨県）

27 五十嵐　一成 初 樹徳高等学校 （群馬県） 篠崎　颯太 弐 東洋大学附属牛久高等学校 （茨城県）

28 兵頭　虎大郎 初 宇和島東高等学校 （愛媛県） 政岡　海音 初 竹原高等学校 （広島県）

29 下村　耶真人 下関北高等学校 （山口県） 岩本　修和 弐 高岡向陵高等学校 （富山県）

30 砂坂　有哉 初 明徳義塾高等学校 （高知県④） アルタンゲレル ソソルフー 鳥取城北高等学校 （鳥取県）

31 田村　蒼汰 加茂水産高等学校 （山形県） 藤宗　雄大 初 高知農業高等学校 （高知県）

32 三﨑　寛大 高松南高等学校 （香川県） 井上　拓海 初 宇治山田商業高等学校 （三重県）

33 竹林　顕信 初 北海道栄高等学校 （北海道） 石本　龍士 初 海洋高等学校 （新潟県）

34 西出　大毅 和歌山商業高等学校 （和歌山県） 伊藤　凜空 木曽青峰高等学校 （長野県）

35 阿部　佑磨 松韻学園福島高等学校 （福島県） 東　亮佑 弐 北海道栄高等学校 （北海道）

36 田子　麻聖 秋田北鷹高等学校 （秋田県） 本田　豪太郎 弐 文徳高等学校 （熊本県）

個人戦予選　第２回戦　対戦表

東 （決まり手） 西
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37 奥田　史祐 弐 明徳義塾高等学校 （高知県） 関根　涼太 初 樹徳高等学校 （群馬県）

38 桑原　哲平 初 飛龍高等学校 （静岡県） 水野　智朗 愛知工業大学名電高等学校 （愛知県）

39 阿部　凌成 初 小牛田農林高等学校 （宮城県） 宮本　陸矢 初 希望が丘高等学校 （福岡県）

40 工藤　晃太 弐 平舘高等学校 （岩手県） 久保　　勇斗 弐 野村高等学校 （愛媛県）

41 生駒　智之 大垣日本大学高等学校 （岐阜県） 久積　啓汰 名西高等学校 （徳島県）

42 松元　羅衣矩 弐 鹿児島商業高等学校 （鹿児島県） 小宮山　翔海 足立新田高等学校 （東京都）

43 服部　隼都 岐阜農林高等学校 （岐阜県） 橋本　琉 報徳学園高等学校 （兵庫県）

44 バヤルボルド 希望が丘高等学校 （福岡県） 福田　真祐 矢板高等学校 （栃木県）

45 山岸　力 弐 高岡向陵高等学校 （富山県） 福崎　真逢輝 初 樟南高等学校 （鹿児島県）

46 伊藤　航太 初 小牛田農林高等学校 （宮城県） 満上　颯悟 初 多久高等学校 （佐賀県）

47 石川　凰 金足農業高等学校 （秋田県） 加藤　颯太 南陽工業高等学校 （山口県）

48 西本　渉真　 初 高知農業高等学校 （高知県） 篠　侑磨 初 金沢学院大学附属高等学校 （石川県）

49 佐藤　悠佑 初 日本大学東北高等学校 （福島県） 小野　颯大 初 岡山理科大学附属高等学校 （岡山県）

50 山本　十蔵 初 和歌山商業高等学校 （和歌山県） 中田　優統 甲府工業高等学校 （山梨県）

51 イルムーントルガ 北海道栄高等学校 （北海道） 武甕　仁 初 東洋大学附属牛久高等学校 （茨城県）

52 梅林　龍弥 香川東部養護学校 （香川県） 児玉　聖人 初 豊田高等学校 （広島県）

53 村上　大祐 酒田光陵高等学校 （山形県） 五十嵐　翔 弐 高岡向陵高等学校 （富山県）

54 成川　力哉 初 拓殖大学紅陵高等学校 （千葉県） 成田　力道 弐 鳥取城北高等学校 （鳥取県）

55 齋藤　壱成 隠岐水産高等学校 （島根県） 苗加　挺駕 長浜北星高等学校 （滋賀県）

56 小村　玄大 初 金沢市立工業高等学校 （石川県） 中村　倭 初 宇治山田商業高等学校 （三重県）

57 李　聖太 鳥羽高等学校 （京都府） 関　真成 初 津南中等教育高等学校 （新潟県）

58 高山　瞬佑 初 埼玉栄高等学校 （埼玉県） 北村　優太 初 更級農業高等学校 （長野県）

59 浅井　大地 福井農林高等学校 （福井県） 野坂　朋矢 弐 北海道栄高等学校 （北海道）

60 長村　晃宏 初 飛龍高等学校 （静岡県） 山下　昇介 初 文徳高等学校 （熊本県）

61 島袋　偉海 中部農林高等学校 （沖縄県） 塚田　匠城 初 樹徳高等学校 （群馬県）

62 野島　大陽 中津東高等学校 （大分県） 加藤　逢恩 初 愛知工業大学名電高等学校 （愛知県）

63 神藤　輝 弐 近畿大学附属高等学校 （大阪府） 山﨑　柊 初 希望が丘高等学校 （福岡県）

64 チンゾリグ 初 新名学園旭丘高等学校 （神奈川県） 兵頭　　佑彌 初 野村高等学校 （愛媛県）

65 小森　瞳月 初 諫早農業高等学校 （長崎県） 安田　剛 初 名西高等学校 （徳島県）

66 黒部　遥斗 都留興譲館高等学校 （山梨県） 横山　司 足立新田高等学校 （東京都）

67 甲斐　芭瑠真 初 竹原高等学校 （広島県） 大角　悠誠 初 報徳学園高等学校 （兵庫県）

68 松井　奏凪人 初 鳥取城北高等学校 （鳥取県） 磯　友樹 初 黒羽高等学校 （栃木県）

69 山下　武蔵 初 高知工業高等学校 （高知県） 新島　伊武起 弐 樟南高等学校 （鹿児島県）

70 狩野　煌太 初 海洋高等学校 （新潟県） 東島　　　翔 初 多久高等学校 （佐賀県）

71 大手　希星 初 文徳高等学校 （熊本県） 島崎　涼 下関北高等学校 （山口県）
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1 山口　力丸 初 長崎鶴洋高等学校 （長崎県） 長内　風道 初 五所川原農林高等学校 （青森県）

2 依田　蒼基 初 新名学園旭丘高等学校 （神奈川県） 新田　将大 中部農林高等学校 （沖縄県）

3 齋藤　優希 近畿大学附属高等学校 （大阪府） 岩元　風樹 初 日田林工高等学校 （大分県）

4 前田　英龍 中津東高等学校 （大分県） 齋藤　芯太郎 弐 近畿大学附属高等学校 （大阪府）

5 伊良部　誠士 中部農林高等学校 （沖縄県） ツェルメグ 初 新名学園旭丘高等学校 （神奈川県）

6 鈴木　大和 初 三本木農業・三本木農業恵拓高等学校 （青森県） 峯　蒼馬 初 長崎鶴洋高等学校 （長崎県）

7 川原　剛 初 福井農林高等学校 （福井県） 小原　颯太 拓殖大学紅陵高等学校 （千葉県）

8 田崎　正美 初 埼玉栄高等学校 （埼玉県） 中田　総志 隠岐水産高等学校 （島根県）

9 紺野　伯飛 日吉ケ丘高等学校 （京都府） 下田　大樹 初 小林西高等学校 （宮崎県）

10 富永　陸人 小林西高等学校 （宮崎県） 齋藤　藍 鳥羽高等学校 （京都府）

11 山本　涼斗 隠岐水産高等学校 （島根県） 齋藤　成剛 初 埼玉栄高等学校 （埼玉県）

12 安藤　珠璃 拓殖大学紅陵高等学校 （千葉県） 宮口　瑠嬉久 初 福井農林高等学校 （福井県）

13 沼澤　利玖 初 新庄神室産業高等学校 （山形県） 伊藤　憂 初 平舘高等学校 （岩手県）

14 青木　秀樹 農業経営高等学校 （香川県） 岩谷　宗晟 初 五所川原農林高等学校 （青森県）

15 中上　景虎 中津東高等学校 （大分県） 片山　優真 初 岡山理科大学附属高等学校 （岡山県）

16 野田　典雅 初 箕島高等学校 （和歌山県） 小林　一徹 初 東洋大学附属牛久高等学校 （茨城県）

17 國分　夏 日本大学東北高等学校 （福島県） 大山　蓮斗 初 宇治山田商業高等学校 （三重県）

18 柴田　林太 初 秋田北鷹高等学校 （秋田県） 河野　宏輝 初 高千穂高等学校 （宮崎県）

19 ムンフェルデネ　ブヤントグトフ 明徳義塾高等学校 （高知県） 竹内　恵 初 更級農業高等学校 （長野県）

20 菅原　悠翔 飛龍高等学校 （静岡県） ムンクオド 北海道栄高等学校 （北海道）

21 佐藤　優成 加美農業高等学校 （宮城県） 五十嵐　一成 初 樹徳高等学校 （群馬県）

22 工藤　佳太 弐 平舘高等学校 （岩手県） 兵頭　虎大郎 初 宇和島東高等学校 （愛媛県）

23 岡本　隼翔 岐阜農林高等学校 （岐阜県） 下村　耶真人 下関北高等学校 （山口県）

24 森田　陽彦 初 金沢学院大学附属高等学校 （石川県） 砂坂　有哉 初 明徳義塾高等学校 （高知県④）

25 平戸　琉聖 初 岡山理科大学附属高等学校 （岡山県） 田村　蒼汰 加茂水産高等学校 （山形県）

26 中込　翔大 甲府工業高等学校 （山梨県） 三﨑　寛大 高松南高等学校 （香川県）

27 篠崎　颯太 弐 東洋大学附属牛久高等学校 （茨城県） 竹林　顕信 初 北海道栄高等学校 （北海道）

28 政岡　海音 初 竹原高等学校 （広島県） 西出　大毅 和歌山商業高等学校 （和歌山県）

29 岩本　修和 弐 高岡向陵高等学校 （富山県） 阿部　佑磨 松韻学園福島高等学校 （福島県）

30 アルタンゲレル ソソルフー 鳥取城北高等学校 （鳥取県） 田子　麻聖 秋田北鷹高等学校 （秋田県）

31 藤宗　雄大 初 高知農業高等学校 （高知県） 桑原　哲平 初 飛龍高等学校 （静岡県）

32 井上　拓海 初 宇治山田商業高等学校 （三重県） 奥田　史祐 弐 明徳義塾高等学校 （高知県）

33 石本　龍士 初 海洋高等学校 （新潟県） 阿部　凌成 初 小牛田農林高等学校 （宮城県）

34 伊藤　凜空 木曽青峰高等学校 （長野県） 工藤　晃太 弐 平舘高等学校 （岩手県）

35 東　亮佑 弐 北海道栄高等学校 （北海道） 生駒　智之 大垣日本大学高等学校 （岐阜県）

36 本田　豪太郎 弐 文徳高等学校 （熊本県） 松元　羅衣矩 弐 鹿児島商業高等学校 （鹿児島県）

個人戦予選　第３回戦　対戦表

東 （決まり手） 西
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個人戦予選　第３回戦　対戦表

東 （決まり手） 西

37 関根　涼太 初 樹徳高等学校 （群馬県） 服部　隼都 岐阜農林高等学校 （岐阜県）

38 水野　智朗 愛知工業大学名電高等学校 （愛知県） バヤルボルド 希望が丘高等学校 （福岡県）

39 宮本　陸矢 初 希望が丘高等学校 （福岡県） 山岸　力 弐 高岡向陵高等学校 （富山県）

40 久保　　勇斗 弐 野村高等学校 （愛媛県） 伊藤　航太 初 小牛田農林高等学校 （宮城県）

41 久積　啓汰 名西高等学校 （徳島県） 石川　凰 金足農業高等学校 （秋田県）

42 小宮山　翔海 足立新田高等学校 （東京都） 西本　渉真　 初 高知農業高等学校 （高知県）

43 橋本　琉 報徳学園高等学校 （兵庫県） 佐藤　悠佑 初 日本大学東北高等学校 （福島県）

44 福田　真祐 矢板高等学校 （栃木県） 山本　十蔵 初 和歌山商業高等学校 （和歌山県）

45 福崎　真逢輝 初 樟南高等学校 （鹿児島県） イルムーントルガ 北海道栄高等学校 （北海道）

46 満上　颯悟 初 多久高等学校 （佐賀県） 梅林　龍弥 香川東部養護学校 （香川県）

47 加藤　颯太 南陽工業高等学校 （山口県） 村上　大祐 酒田光陵高等学校 （山形県）

48 篠　侑磨 初 金沢学院大学附属高等学校 （石川県） 成川　力哉 初 拓殖大学紅陵高等学校 （千葉県）

49 小野　颯大 初 岡山理科大学附属高等学校 （岡山県） 齋藤　壱成 隠岐水産高等学校 （島根県）

50 中田　優統 甲府工業高等学校 （山梨県） 小村　玄大 初 金沢市立工業高等学校 （石川県）

51 武甕　仁 初 東洋大学附属牛久高等学校 （茨城県） 李　聖太 鳥羽高等学校 （京都府）

52 児玉　聖人 初 豊田高等学校 （広島県） 高山　瞬佑 初 埼玉栄高等学校 （埼玉県）

53 五十嵐　翔 弐 高岡向陵高等学校 （富山県） 浅井　大地 福井農林高等学校 （福井県）

54 成田　力道 弐 鳥取城北高等学校 （鳥取県） 長村　晃宏 初 飛龍高等学校 （静岡県）

55 苗加　挺駕 長浜北星高等学校 （滋賀県） 島袋　偉海 中部農林高等学校 （沖縄県）

56 中村　倭 初 宇治山田商業高等学校 （三重県） 野島　大陽 中津東高等学校 （大分県）

57 関　真成 初 津南中等教育高等学校 （新潟県） 神藤　輝 弐 近畿大学附属高等学校 （大阪府）

58 北村　優太 初 更級農業高等学校 （長野県） チンゾリグ 初 新名学園旭丘高等学校 （神奈川県）

59 野坂　朋矢 弐 北海道栄高等学校 （北海道） 小森　瞳月 初 諫早農業高等学校 （長崎県）

60 山下　昇介 初 文徳高等学校 （熊本県） 黒部　遥斗 都留興譲館高等学校 （山梨県）

61 塚田　匠城 初 樹徳高等学校 （群馬県） 甲斐　芭瑠真 初 竹原高等学校 （広島県）

62 加藤　逢恩 初 愛知工業大学名電高等学校 （愛知県） 松井　奏凪人 初 鳥取城北高等学校 （鳥取県）

63 山﨑　柊 初 希望が丘高等学校 （福岡県） 山下　武蔵 初 高知工業高等学校 （高知県）

64 兵頭　　佑彌 初 野村高等学校 （愛媛県） 狩野　煌太 初 海洋高等学校 （新潟県）

65 安田　剛 初 名西高等学校 （徳島県） 大手　希星 初 文徳高等学校 （熊本県）

66 横山　司 足立新田高等学校 （東京都） 相原　一翔 豊田工科高等学校 （愛知県）

67 大角　悠誠 初 報徳学園高等学校 （兵庫県） 早渕　伊咲 弐 名西高等学校 （徳島県）

68 磯　友樹 初 黒羽高等学校 （栃木県） 今田　光紀 足立新田高等学校 （東京都）

69 新島　伊武起 弐 樟南高等学校 （鹿児島県） 田中　大地 初 報徳学園高等学校 （兵庫県）

70 東島　　　翔 初 多久高等学校 （佐賀県） 大塚　風太 初 黒羽高等学校 （栃木県）

71 島崎　涼 下関北高等学校 （山口県） 佐伯　徒和 多久高等学校 （佐賀県）
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