
ブロック 所属名 選手名 選手名 所属名 ブロック

1 B36 ＬＦ 東京都 目黒日本大学高等学校　通信制 岡　朱里   清水　大生 崇徳高等学校 広島県

2 B37 ＬＦ 鳥取県 鳥取城北高等学校 冨山　侑人   須藤　茂虎 享栄高等学校 愛知県

3 B38 ＬＦ 大阪府 興國高等学校 山口　瑠   小越　大輔 甲府昭和高等学校 山梨県

4 B39 ＬＦ 群馬県 伊勢崎工業高等学校 柿沼　力生   米丸　幹汰 出水工業高等学校 鹿児島県

5 B40 ＬＦ 山口県 西京高等学校 藤田　康太郎   小川　悠希 作新学院高等学校 栃木県

6 B41 ＬＦ 愛媛県 新田高等学校 國田　虎之朗   野中　涼介 多度津高等学校 香川県

7 B42 ＬＦ 三重県 久居高等学校 稲垣　海人   齋藤　聖覇 宮城県農業高等学校 宮城県

8 B43 ＬＦ 兵庫県 西宮香風高等学校 木村　瑳助   俣野　琉樹 京都廣学館高等学校 京都府

9 B44 Ｆ 静岡県 飛龍高等学校 渡邉　響太   佐野　太紀 新潟南高等学校 新潟県

10 B45 Ｆ 栃木県 作新学院高等学校 大島　愛都   小池　竜斗 駿台学園高等学校　全日制 東京都

11 B46 Ｆ 岩手県 黒沢尻工業高等学校 佐々木　仁   阿部　廉真 福島北高等学校 福島県

12 B47 Ｆ 三重県 久居高等学校 山川　空蒼   増本　雄大 鶴崎工業高等学校 大分県

13 B48 Ｆ 宮城県 宮城県仙台三桜高等学校 安中　陸人   山下　学人 日章学園高等学校 宮崎県

14 B49 Ｆ 鳥取県 倉吉北高等学校 近藤　嶺治   西田　陽生 出水工業高等学校 鹿児島県

15 B50 Ｆ 佐賀県 高志館高等学校 北島　幸生   山下　遥輝 新田高等学校 愛媛県

16 B51 Ｆ 青森県 青森山田高等学校 伊藤　優希   中村　大虹 甲府工業高等学校 山梨県

17 B52 Ｂ 高知県 岡豊高等学校 小松　遼一   中山　颯太 東福岡高等学校 福岡県

18 B53 Ｂ 青森県 青森山田高等学校 小野地　政宗   岩井　大樹 高崎工業高等学校 群馬県

19 B54 Ｂ 和歌山県 和歌山工業高等学校 有本　気輝   川上　真生 札幌創成高等学校 北海道

20 B55 Ｂ 埼玉県 秀明英光高等学校 新井　千喜   謝花　海光 日章学園高等学校 宮崎県

21 B56 Ｂ 大阪府 堺工科高等学校 浅井　陸   湯浅　和樹 会津工業高等学校 福島県

22 B57 Ｂ 滋賀県 能登川高等学校 岡本　陽和太   黄木　仙 武相高等学校 神奈川県

23 B58 Ｂ 岡山県 岡山工業高等学校 秋山　凌汰   青山　陽太 高萩清松高等学校 茨城県

24 B59 Ｂ 沖縄県 中部商業高等学校 泉川　寛愛   川口　大空 新田高等学校 愛媛県

25 B60 Ｌ 島根県 大田高等学校 細田　丈一郎   森貞　宏太 新田高等学校 愛媛県

26 B61 Ｌ 鹿児島県 出水工業高等学校 西田　海音   安部　一哲 会津工業高等学校 福島県

27 B62 Ｌ 愛知県 菊華高等学校 糟谷　裕太   福井　一輝 東福岡高等学校 福岡県

28 B63 Ｌ 岡山県 関西高等学校 藤川　晃成   藤野　竜乃介 大分工業高校 大分県

29 B64 Ｌ 宮崎県 日章学園高等学校 山川　健太   坂井　太陽 開志学園高等学校 新潟県

30 B65 Ｌ 千葉県 習志野高等学校 鎌田　士竜   新田　晃生 石川県立工業高等学校 石川県

31 B66 Ｌ 山形県 日本大学山形高等学校 松田　蓮   三浦　武蔵 駿台学園高等学校　全日制 東京都

32 B67 Ｌ 京都府 朱雀高等学校 中村　斗紀   前田　有慶 岡豊高等学校 高知県

33 B68 ＬＷ 鳥取県 鳥取城北高等学校 谷岡　秀海   八木　大河 羽水高等学校 福井県

34 B69 ＬＷ 群馬県 伊勢崎工業高等学校 須藤　一真   平田　大翔 大分工業高校 大分県

35 B70 ＬＷ 岡山県 岡山工業高等学校 小椋　紘   山本　佳依 岡豊高等学校 高知県

36 B71 ＬＷ 東京都 駿台学園高等学校　全日制 山上　晃輝   溝口　大智 白石高等学校 佐賀県

37 B72 ＬＷ 埼玉県 花咲徳栄高等学校 髙橋　心平   髙橋　慶翔 習志野高等学校 千葉県

38 B73 ＬＷ 熊本県 東海大学付属熊本星翔高等学校 上村　聖太   中澤　来希 能登川高等学校 滋賀県

39 B74 ＬＷ 福島県 会津工業高等学校 二瓶　翔平   菊田　潮 宮城県農業高等学校 宮城県

40 B75 ＬＷ 鹿児島県 鹿児島城西高等学校 大園　丈太郎   佐久本　祥吏 日章学園高等学校 宮崎県

41 B76 Ｍ 山形県 日本大学山形高等学校 結城　輝英   王　帥 名古屋工学院専門学校高等課程 愛知県

42 B77 Ｍ 大分県 大分工業高校 重吉　遼一   川村　　陸 札幌工業高等学校 北海道

43 B78 Ｍ 群馬県 高崎工業高等学校 加藤　志道   明村　拓映 京都廣学館高等学校 京都府

44 B79 Ｍ 高知県 岡豊高等学校 小田　翔貴   羽賀　勇二 新潟向陽高等学校 新潟県
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