
第45回全国高等学校総合文化祭第57回全国高等学校将棋選手権大会（和歌山）個人戦順位表

最終予選結果表
1R 2R 3R 4R

順位 選手No 選手名 県名 学校名 勝ち数 ブックホルツ バーガー メディアン プログレス No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗 No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗 No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗 No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗
1 6 俵　　昴 神奈川 神奈川県立平塚中等教育学校 4.0 11.0 11.0 6.0 10.0 54 西田　啓人 兵庫 白陵高等学校 ○ 35 宮瀬　賢伸 宮城 宮城県仙台西高等学校 ○ 33 高島　康太 静岡 静岡県立静岡高等学校 ○ 27 山口　大智 熊本 クラーク記念国際高等学校 ○
2 10 女鹿　紘喜 千葉 千葉県立東葛飾高等学校 4.0 9.0 9.0 5.0 10.0 58 坪居 史也 大分 県立大分豊府高等学校 ○ 39 渡口　良渚 沖縄 学校法人興南学園　興南高等学校 ○ 37 市川開 京都 京都文教高等学校 ○ 28 松藤　大悟 鹿児島 鹿児島県立鶴丸高等学校 ○
3 44 上條　喜稔 岩手 岩手高等学校 4.0 8.0 8.0 5.0 10.0 92 笠置　陽土 富山 富山県立富山高等学校 ○ 12 篠崎　碧 宮崎 宮崎県立宮崎西高等学校 ○ 15 桑原　志隆 群馬 群馬県立中央中等教育学校 ○ 21 菊井　慶樹 奈良 奈良学園登美ヶ丘高等学校 ○
3 38 楠本　一斗 和歌山 和歌山県立和歌山北高等学校 4.0 8.0 8.0 5.0 10.0 86 小網　到谷 愛媛 済美高等学校 ○ 9 山田　祥太 大阪 大阪府立港高等学校 ○ 14 岡嵜 禎遼 大分 県立国東高等学校 ○ 19 本田　竜大 三重 高田高等学校 ○
5 29 小畑　悠太朗 鳥取 鳥取西高等学校 4.0 8.0 8.0 4.0 10.0 77 赤塚　公太朗 宮崎 宮崎県立宮崎西高等学校 ○ 94 丹羽　将太 愛知 愛知工業大学名電高等学校 ○ 2 新斗米　光 秋田 秋田県立大館鳳鳴高等学校 ○ 17 藤原　大生 富山 富山県立桜井高等学校 ○
6 5 永吉　琢磨 埼玉 正智深谷高等学校 4.0 7.0 7.0 3.0 10.0 53 岩坪　勘太 山口 山口県立下関工科高等学校 ○ 34 石田　翔唯 青森 弘前学院聖愛高等学校 ○ 30 澤村　現真 高知 高知工業高等専門学校 ○ 23 丹羽　俊尊 東京 麻布高等学校 ○
7 17 藤原　大生 富山 富山県立桜井高等学校 3.0 12.0 8.0 6.0 9.0 65 上條　裕馬 大阪 清明学院高等学校 ○ 59 庄司　一輝 和歌山 和歌山県立田辺工業高等学校 ○ 47 佐々木　優綺 兵庫 兵庫県立加古川西高等学校 ○ 29 小畑　悠太朗 鳥取 鳥取西高等学校 ×
8 27 山口　大智 熊本 クラーク記念国際高等学校 3.0 11.0 7.0 5.0 9.0 75 小野　史瑠 宮城 宮城県古川高等学校 ○ 91 林原　七音 鳥取 米子北高等学校 ○ 89 栗山慶倫 群馬 学校法人太田国際学園 ぐんま国際アカデミー 高等部 ○ 6 俵　　昴 神奈川 神奈川県立平塚中等教育学校 ×
8 19 本田　竜大 三重 高田高等学校 3.0 11.0 7.0 5.0 9.0 67 平岡　宏基 福岡 東筑紫学園高等学校 ○ 73 坂根　海斗 岡山 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 ○ 56 新崎　良斗 沖縄 沖縄県立普天間高等学校 ○ 38 楠本　一斗 和歌山 和歌山県立和歌山北高等学校 ×
10 91 林原　七音 鳥取 米子北高等学校 3.0 10.0 7.0 5.0 7.0 43 樋口　光太朗 福島 福島県立会津高等学校 ○ 27 山口　大智 熊本 クラーク記念国際高等学校 × 40 赤羽　飛翔 栃木 栃木県立大田原高等学校 ○ 37 市川開 京都 京都文教高等学校 ○
11 56 新崎　良斗 沖縄 沖縄県立普天間高等学校 3.0 10.0 7.0 5.0 8.0 8 三島　孝太 長野 長野県松本深志高等学校 ○ 16 財津　天希 福岡 東福岡高等学校 ○ 19 本田　竜大 三重 高田高等学校 × 14 岡嵜 禎遼 大分 県立国東高等学校 ○
11 47 佐々木　優綺 兵庫 兵庫県立加古川西高等学校 3.0 10.0 7.0 5.0 8.0 95 庄山　航生 北海道 北海道函館中部高等学校 ○ 13 垣生　蒼月 愛媛 愛媛県立東温高等学校 ○ 17 藤原　大生 富山 富山県立桜井高等学校 × 4 安藤 拓穂 愛知 名古屋高等学校 ○
13 9 山田　祥太 大阪 大阪府立港高等学校 3.0 10.0 6.0 4.0 7.0 57 中根　遼 栃木 栃木県立栃木高等学校 ○ 38 楠本　一斗 和歌山 和歌山県立和歌山北高等学校 × 67 平岡　宏基 福岡 東筑紫学園高等学校 ○ 52 宇野　友貴 茨城 茨城県立水戸第一高等学校 ○
14 28 松藤　大悟 鹿児島 鹿児島県立鶴丸高等学校 3.0 10.0 6.0 4.0 9.0 76 中島　鈴行 三重 三重県立伊勢高等学校 ○ 93 井尻　晟司 千葉 千葉経済大学附属高等学校 ○ 90 古志野　勝喜 島根 島根県立松江北高等学校 ○ 10 女鹿　紘喜 千葉 千葉県立東葛飾高等学校 ×
15 39 渡口　良渚 沖縄 学校法人興南学園　興南高等学校 3.0 9.0 5.0 4.0 7.0 87 髙橋　佳大 岐阜 岐阜県立岐阜北高等学校 ○ 10 女鹿　紘喜 千葉 千葉県立東葛飾高等学校 × 88 川村　塁 青森 青森県立青森東高等学校 ○ 93 井尻　晟司 千葉 千葉経済大学附属高等学校 ○
16 15 桑原　志隆 群馬 群馬県立中央中等教育学校 3.0 9.0 5.0 4.0 8.0 63 三田　力生 広島 広島市立広島中等教育学校 ○ 52 宇野　友貴 茨城 茨城県立水戸第一高等学校 ○ 44 上條　喜稔 岩手 岩手高等学校 × 57 中根　遼 栃木 栃木県立栃木高等学校 ○
17 21 菊井　慶樹 奈良 奈良学園登美ヶ丘高等学校 3.0 9.0 5.0 4.0 9.0 69 平　将臣 和歌山 和歌山県立桐蔭高等学校 ○ 84 伊藤　合 岩手 岩手高等学校 ○ 70 木下　颯 静岡 浜松学芸高等学校 ○ 44 上條　喜稔 岩手 岩手高等学校 ×
18 65 上條　裕馬 大阪 清明学院高等学校 3.0 8.0 5.0 4.0 6.0 17 藤原　大生 富山 富山県立桜井高等学校 × 11 奥村　想 福井 福井県立武生高等学校 ○ 12 篠崎　碧 宮崎 宮崎県立宮崎西高等学校 ○ 18 冨田　文希 岐阜 岐阜県立多治見北高等学校 ○
18 43 樋口　光太朗 福島 福島県立会津高等学校 3.0 8.0 5.0 4.0 6.0 91 林原　七音 鳥取 米子北高等学校 × 75 小野　史瑠 宮城 宮城県古川高等学校 ○ 94 丹羽　将太 愛知 愛知工業大学名電高等学校 ○ 2 新斗米　光 秋田 秋田県立大館鳳鳴高等学校 ○
20 13 垣生　蒼月 愛媛 愛媛県立東温高等学校 3.0 8.0 5.0 4.0 7.0 61 田村　和 神奈川 神奈川県立大船高等学校 ○ 47 佐々木　優綺 兵庫 兵庫県立加古川西高等学校 × 69 平　将臣 和歌山 和歌山県立桐蔭高等学校 ○ 54 西田　啓人 兵庫 白陵高等学校 ○
21 23 丹羽　俊尊 東京 麻布高等学校 3.0 8.0 4.0 4.0 9.0 71 戸田　周汰 佐賀 早稲田佐賀高等学校 ○ 88 川村　塁 青森 青森県立青森東高等学校 ○ 79 遠藤　亜紋 徳島 徳島県立城ノ内高等学校 ○ 5 永吉　琢磨 埼玉 正智深谷高等学校 ×
22 35 宮瀬　賢伸 宮城 宮城県仙台西高等学校 3.0 8.0 4.0 3.0 7.0 83 佐々木　翼 秋田 秋田県立大曲工業高等学校 ○ 6 俵　　昴 神奈川 神奈川県立平塚中等教育学校 × 85 那須　桂馬 山形 山形県立山形工業高等学校 ○ 90 古志野　勝喜 島根 島根県立松江北高等学校 ○
23 33 高島　康太 静岡 静岡県立静岡高等学校 3.0 8.0 4.0 3.0 8.0 81 小島　佑斗 福島 学校法人福島成蹊学園福島成蹊高等学校 ○ 3 松原　晴信 滋賀 滋賀県立玉川高等学校 ○ 6 俵　　昴 神奈川 神奈川県立平塚中等教育学校 × 89 栗山慶倫 群馬 学校法人太田国際学園 ぐんま国際アカデミー 高等部 ○
24 22 木下　遼 山口 山口県立徳山高等学校 3.0 7.0 5.0 4.0 6.0 70 木下　颯 静岡 浜松学芸高等学校 × 66 斎藤　寛太 新潟 新潟市立高志中等教育学校 ○ 77 赤塚　公太朗 宮崎 宮崎県立宮崎西高等学校 ○ 76 中島　鈴行 三重 三重県立伊勢高等学校 ○
25 48 渡部　隼人 岡山 岡山県立岡山芳泉高等学校 3.0 7.0 5.0 4.0 7.0 96 中屋　嘉弥 石川 石川県立小松高等学校 ○ 14 岡嵜 禎遼 大分 県立国東高等学校 × 95 庄山　航生 北海道 北海道函館中部高等学校 ○ 8 三島　孝太 長野 長野県松本深志高等学校 ○
25 24 西川　シュリ 山梨 山梨県立甲府西高等学校 3.0 7.0 5.0 4.0 7.0 72 高山　遼貴 京都 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 ○ 89 栗山慶倫 群馬 学校法人太田国際学園 ぐんま国際アカデミー 高等部 × 78 宮田　祐輔 長崎 海星中学高等学校 ○ 70 木下　颯 静岡 浜松学芸高等学校 ○
27 16 財津　天希 福岡 東福岡高等学校 3.0 7.0 4.0 4.0 7.0 64 松田　和己 奈良 東大寺学園高等学校 ○ 56 新崎　良斗 沖縄 沖縄県立普天間高等学校 × 72 高山　遼貴 京都 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 ○ 59 庄司　一輝 和歌山 和歌山県立田辺工業高等学校 ○
28 31 柏木　智成 長崎 佐世保南高等学校 3.0 6.0 4.0 3.0 6.0 79 遠藤　亜紋 徳島 徳島県立城ノ内高等学校 × 68 岩渕　陽 長野 長野県長野高等学校 ○ 81 小島　佑斗 福島 学校法人福島成蹊学園福島成蹊高等学校 ○ 84 伊藤　合 岩手 岩手高等学校 ○
29 26 塚崎　友稀 北海道 北海道札幌南高等学校 3.0 6.0 4.0 3.0 7.0 74 高橋　滉貴 香川 香川県立高松東高等学校 ○ 90 古志野　勝喜 島根 島根県立松江北高等学校 × 80 石原　航太 熊本 熊本県立熊本北高等学校 ○ 79 遠藤　亜紋 徳島 徳島県立城ノ内高等学校 ○
30 82 坂本　風真 埼玉 埼玉県立浦和高等学校 3.0 5.0 4.0 2.0 6.0 34 石田　翔唯 青森 弘前学院聖愛高等学校 × 53 岩坪　勘太 山口 山口県立下関工科高等学校 ○ 32 　吉田　篤矢 石川 石川県立金沢二水高等学校 ○ 30 澤村　現真 高知 高知工業高等専門学校 ○
31 90 古志野　勝喜 島根 島根県立松江北高等学校 2.0 11.0 5.0 6.0 7.0 42 小池　拓空 新潟 新潟県立高田高等学校 ○ 26 塚崎　友稀 北海道 北海道札幌南高等学校 ○ 28 松藤　大悟 鹿児島 鹿児島県立鶴丸高等学校 × 35 宮瀬　賢伸 宮城 宮城県仙台西高等学校 ×
31 89 栗山慶倫 群馬 学校法人太田国際学園 ぐんま国際アカデミー 高等部 2.0 11.0 5.0 6.0 7.0 41 今泉　慶亮 山形 山形県立寒河江高等学校 ○ 24 西川　シュリ 山梨 山梨県立甲府西高等学校 ○ 27 山口　大智 熊本 クラーク記念国際高等学校 × 33 高島　康太 静岡 静岡県立静岡高等学校 ×
31 70 木下　颯 静岡 浜松学芸高等学校 2.0 11.0 5.0 6.0 7.0 22 木下　遼 山口 山口県立徳山高等学校 ○ 18 冨田　文希 岐阜 岐阜県立多治見北高等学校 ○ 21 菊井　慶樹 奈良 奈良学園登美ヶ丘高等学校 × 24 西川　シュリ 山梨 山梨県立甲府西高等学校 ×
34 79 遠藤　亜紋 徳島 徳島県立城ノ内高等学校 2.0 10.0 4.0 6.0 7.0 31 柏木　智成 長崎 佐世保南高等学校 ○ 20 池田　壮吾 香川 香川県立高松高等学校 ○ 23 丹羽　俊尊 東京 麻布高等学校 × 26 塚崎　友稀 北海道 北海道札幌南高等学校 ×
35 93 井尻　晟司 千葉 千葉経済大学附属高等学校 2.0 10.0 4.0 5.0 6.0 45 青柳　博紀 茨城 茨城県立並木中等教育学校 ○ 28 松藤　大悟 鹿児島 鹿児島県立鶴丸高等学校 × 42 小池　拓空 新潟 新潟県立高田高等学校 ○ 39 渡口　良渚 沖縄 学校法人興南学園　興南高等学校 ×
36 14 岡嵜 禎遼 大分 県立国東高等学校 2.0 10.0 3.0 6.0 7.0 62 安達　新流 滋賀 比叡山高等学校 ○ 48 渡部　隼人 岡山 岡山県立岡山芳泉高等学校 ○ 38 楠本　一斗 和歌山 和歌山県立和歌山北高等学校 × 56 新崎　良斗 沖縄 沖縄県立普天間高等学校 ×
37 54 西田　啓人 兵庫 白陵高等学校 2.0 10.0 3.0 5.0 5.0 6 俵　　昴 神奈川 神奈川県立平塚中等教育学校 × 83 佐々木　翼 秋田 秋田県立大曲工業高等学校 ○ 1 國廣　友基 広島 広島県立三次高等学校 ○ 13 垣生　蒼月 愛媛 愛媛県立東温高等学校 ×
37 12 篠崎　碧 宮崎 宮崎県立宮崎西高等学校 2.0 10.0 3.0 5.0 5.0 60 平松　直賢 東京 駒場東邦高等学校 ○ 44 上條　喜稔 岩手 岩手高等学校 × 65 上條　裕馬 大阪 清明学院高等学校 × 69 平　将臣 和歌山 和歌山県立桐蔭高等学校 ○
39 30 澤村　現真 高知 高知工業高等専門学校 2.0 10.0 3.0 5.0 7.0 78 宮田　祐輔 長崎 海星中学高等学校 ○ 1 國廣　友基 広島 広島県立三次高等学校 ○ 5 永吉　琢磨 埼玉 正智深谷高等学校 × 82 坂本　風真 埼玉 埼玉県立浦和高等学校 ×
40 95 庄山　航生 北海道 北海道函館中部高等学校 2.0 9.0 3.0 5.0 4.0 47 佐々木　優綺 兵庫 兵庫県立加古川西高等学校 × 61 田村　和 神奈川 神奈川県立大船高等学校 ○ 48 渡部　隼人 岡山 岡山県立岡山芳泉高等学校 × 53 岩坪　勘太 山口 山口県立下関工科高等学校 ○
40 72 高山　遼貴 京都 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 2.0 9.0 3.0 5.0 4.0 24 西川　シュリ 山梨 山梨県立甲府西高等学校 × 41 今泉　慶亮 山形 山形県立寒河江高等学校 ○ 16 財津　天希 福岡 東福岡高等学校 × 20 池田　壮吾 香川 香川県立高松高等学校 ○
42 88 川村　塁 青森 青森県立青森東高等学校 2.0 9.0 3.0 5.0 5.0 40 赤羽　飛翔 栃木 栃木県立大田原高等学校 ○ 23 丹羽　俊尊 東京 麻布高等学校 × 39 渡口　良渚 沖縄 学校法人興南学園　興南高等学校 × 46 宇都宮　耀 香川 香川誠陵高等学校 ○
42 76 中島　鈴行 三重 三重県立伊勢高等学校 2.0 9.0 3.0 5.0 5.0 28 松藤　大悟 鹿児島 鹿児島県立鶴丸高等学校 × 45 青柳　博紀 茨城 茨城県立並木中等教育学校 ○ 20 池田　壮吾 香川 香川県立高松高等学校 ○ 22 木下　遼 山口 山口県立徳山高等学校 ×
44 84 伊藤　合 岩手 岩手高等学校 2.0 9.0 3.0 5.0 6.0 36 宮原　功樹 佐賀 佐賀県立鳥栖工業高等学校 ○ 21 菊井　慶樹 奈良 奈良学園登美ヶ丘高等学校 × 34 石田　翔唯 青森 弘前学院聖愛高等学校 ○ 31 柏木　智成 長崎 佐世保南高等学校 ×
44 52 宇野　友貴 茨城 茨城県立水戸第一高等学校 2.0 9.0 3.0 5.0 6.0 4 安藤 拓穂 愛知 名古屋高等学校 ○ 15 桑原　志隆 群馬 群馬県立中央中等教育学校 × 96 中屋　嘉弥 石川 石川県立小松高等学校 ○ 9 山田　祥太 大阪 大阪府立港高等学校 ×
46 77 赤塚　公太朗 宮崎 宮崎県立宮崎西高等学校 2.0 9.0 2.0 4.0 4.0 29 小畑　悠太朗 鳥取 鳥取西高等学校 × 46 宇都宮　耀 香川 香川誠陵高等学校 ○ 22 木下　遼 山口 山口県立徳山高等学校 × 34 石田　翔唯 青森 弘前学院聖愛高等学校 ○
47 37 市川開 京都 京都文教高等学校 2.0 9.0 2.0 4.0 7.0 85 那須　桂馬 山形 山形県立山形工業高等学校 ○ 7 福島　拓実 徳島 徳島県立川島高等学校 ○ 10 女鹿　紘喜 千葉 千葉県立東葛飾高等学校 × 91 林原　七音 鳥取 米子北高等学校 ×
48 18 冨田　文希 岐阜 岐阜県立多治見北高等学校 2.0 8.0 3.0 4.0 6.0 66 斎藤　寛太 新潟 新潟市立高志中等教育学校 ○ 70 木下　颯 静岡 浜松学芸高等学校 × 73 坂根　海斗 岡山 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 ○ 65 上條　裕馬 大阪 清明学院高等学校 ×
49 8 三島　孝太 長野 長野県松本深志高等学校 2.0 8.0 2.0 5.0 5.0 56 新崎　良斗 沖縄 沖縄県立普天間高等学校 × 64 松田　和己 奈良 東大寺学園高等学校 ○ 60 平松　直賢 東京 駒場東邦高等学校 ○ 48 渡部　隼人 岡山 岡山県立岡山芳泉高等学校 ×
50 67 平岡　宏基 福岡 東筑紫学園高等学校 2.0 8.0 2.0 4.0 4.0 19 本田　竜大 三重 高田高等学校 × 25 川崎 龍玖 島根 松江工業高等専門学校 ○ 9 山田　祥太 大阪 大阪府立港高等学校 × 11 奥村　想 福井 福井県立武生高等学校 ○
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最終予選結果表
1R 2R 3R 4R

順位 選手No 選手名 県名 学校名 勝ち数 ブックホルツ バーガー メディアン プログレス No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗 No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗 No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗 No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗
51 59 庄司　一輝 和歌山 和歌山県立田辺工業高等学校 2.0 8.0 2.0 4.0 6.0 11 奥村　想 福井 福井県立武生高等学校 ○ 17 藤原　大生 富山 富山県立桜井高等学校 × 7 福島　拓実 徳島 徳島県立川島高等学校 ○ 16 財津　天希 福岡 東福岡高等学校 ×
52 2 新斗米　光 秋田 秋田県立大館鳳鳴高等学校 2.0 8.0 1.0 4.0 7.0 50 月原　隆志 鹿児島 ラ・サール高等学校 ○ 32 　吉田　篤矢 石川 石川県立金沢二水高等学校 ○ 29 小畑　悠太朗 鳥取 鳥取西高等学校 × 43 樋口　光太朗 福島 福島県立会津高等学校 ×
53 1 國廣　友基 広島 広島県立三次高等学校 2.0 7.0 3.0 4.0 5.0 49 青山　恵達 福井 北陸高等学校 ○ 30 澤村　現真 高知 高知工業高等専門学校 × 54 西田　啓人 兵庫 白陵高等学校 × 58 坪居 史也 大分 県立大分豊府高等学校 ○
54 73 坂根　海斗 岡山 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 2.0 7.0 2.0 3.0 5.0 25 川崎 龍玖 島根 松江工業高等専門学校 ○ 19 本田　竜大 三重 高田高等学校 × 18 冨田　文希 岐阜 岐阜県立多治見北高等学校 × 32 　吉田　篤矢 石川 石川県立金沢二水高等学校 ○
54 4 安藤 拓穂 愛知 名古屋高等学校 2.0 7.0 2.0 3.0 5.0 52 宇野　友貴 茨城 茨城県立水戸第一高等学校 × 63 三田　力生 広島 広島市立広島中等教育学校 ○ 58 坪居 史也 大分 県立大分豊府高等学校 ○ 47 佐々木　優綺 兵庫 兵庫県立加古川西高等学校 ×
56 75 小野　史瑠 宮城 宮城県古川高等学校 2.0 7.0 1.0 4.0 3.0 27 山口　大智 熊本 クラーク記念国際高等学校 × 43 樋口　光太朗 福島 福島県立会津高等学校 × 50 月原　隆志 鹿児島 ラ・サール高等学校 ○ 25 川崎 龍玖 島根 松江工業高等専門学校 ○
57 57 中根　遼 栃木 栃木県立栃木高等学校 2.0 7.0 1.0 4.0 5.0 9 山田　祥太 大阪 大阪府立港高等学校 × 86 小網　到谷 愛媛 済美高等学校 ○ 3 松原　晴信 滋賀 滋賀県立玉川高等学校 ○ 15 桑原　志隆 群馬 群馬県立中央中等教育学校 ×
58 45 青柳　博紀 茨城 茨城県立並木中等教育学校 2.0 6.0 2.0 3.0 3.0 93 井尻　晟司 千葉 千葉経済大学附属高等学校 × 76 中島　鈴行 三重 三重県立伊勢高等学校 × 68 岩渕　陽 長野 長野県長野高等学校 ○ 85 那須　桂馬 山形 山形県立山形工業高等学校 ○
58 41 今泉　慶亮 山形 山形県立寒河江高等学校 2.0 6.0 2.0 3.0 3.0 89 栗山慶倫 群馬 学校法人太田国際学園 ぐんま国際アカデミー 高等部 × 72 高山　遼貴 京都 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 × 66 斎藤　寛太 新潟 新潟市立高志中等教育学校 ○ 81 小島　佑斗 福島 学校法人福島成蹊学園福島成蹊高等学校 ○
60 42 小池　拓空 新潟 新潟県立高田高等学校 2.0 6.0 2.0 3.0 4.0 90 古志野　勝喜 島根 島根県立松江北高等学校 × 74 高橋　滉貴 香川 香川県立高松東高等学校 ○ 93 井尻　晟司 千葉 千葉経済大学附属高等学校 × 83 佐々木　翼 秋田 秋田県立大曲工業高等学校 ○
61 61 田村　和 神奈川 神奈川県立大船高等学校 2.0 6.0 1.0 3.0 3.0 13 垣生　蒼月 愛媛 愛媛県立東温高等学校 × 95 庄山　航生 北海道 北海道函館中部高等学校 × 92 笠置　陽土 富山 富山県立富山高等学校 ○ 7 福島　拓実 徳島 徳島県立川島高等学校 ○
62 40 赤羽　飛翔 栃木 栃木県立大田原高等学校 2.0 6.0 1.0 3.0 4.0 88 川村　塁 青森 青森県立青森東高等学校 × 71 戸田　周汰 佐賀 早稲田佐賀高等学校 ○ 91 林原　七音 鳥取 米子北高等学校 × 80 石原　航太 熊本 熊本県立熊本北高等学校 ○
63 49 青山　恵達 福井 北陸高等学校 2.0 5.0 2.0 2.0 3.0 1 國廣　友基 広島 広島県立三次高等学校 × 78 宮田　祐輔 長崎 海星中学高等学校 × 74 高橋　滉貴 香川 香川県立高松東高等学校 ○ 94 丹羽　将太 愛知 愛知工業大学名電高等学校 ○
64 60 平松　直賢 東京 駒場東邦高等学校 2.0 5.0 1.0 3.0 4.0 12 篠崎　碧 宮崎 宮崎県立宮崎西高等学校 × 92 笠置　陽土 富山 富山県立富山高等学校 ○ 8 三島　孝太 長野 長野県松本深志高等学校 × 3 松原　晴信 滋賀 滋賀県立玉川高等学校 ○
65 55 澤村　理貴 高知 高知県立高知小津高等学校 2.0 4.0 2.0 2.0 3.0 7 福島　拓実 徳島 徳島県立川島高等学校 × 85 那須　桂馬 山形 山形県立山形工業高等学校 × 87 髙橋　佳大 岐阜 岐阜県立岐阜北高等学校 ○ 96 中屋　嘉弥 石川 石川県立小松高等学校 ○
66 36 宮原　功樹 佐賀 佐賀県立鳥栖工業高等学校 2.0 4.0 1.0 2.0 3.0 84 伊藤　合 岩手 岩手高等学校 × 69 平　将臣 和歌山 和歌山県立桐蔭高等学校 × 64 松田　和己 奈良 東大寺学園高等学校 ○ 78 宮田　祐輔 長崎 海星中学高等学校 ○
67 34 石田　翔唯 青森 弘前学院聖愛高等学校 1.0 11.0 3.0 5.0 4.0 82 坂本　風真 埼玉 埼玉県立浦和高等学校 ○ 5 永吉　琢磨 埼玉 正智深谷高等学校 × 84 伊藤　合 岩手 岩手高等学校 × 77 赤塚　公太朗 宮崎 宮崎県立宮崎西高等学校 ×
68 69 平　将臣 和歌山 和歌山県立桐蔭高等学校 1.0 10.0 2.0 5.0 3.0 21 菊井　慶樹 奈良 奈良学園登美ヶ丘高等学校 × 36 宮原　功樹 佐賀 佐賀県立鳥栖工業高等学校 ○ 13 垣生　蒼月 愛媛 愛媛県立東温高等学校 × 12 篠崎　碧 宮崎 宮崎県立宮崎西高等学校 ×
69 94 丹羽　将太 愛知 愛知工業大学名電高等学校 1.0 10.0 1.0 5.0 4.0 46 宇都宮　耀 香川 香川誠陵高等学校 ○ 29 小畑　悠太朗 鳥取 鳥取西高等学校 × 43 樋口　光太朗 福島 福島県立会津高等学校 × 49 青山　恵達 福井 北陸高等学校 ×
70 85 那須　桂馬 山形 山形県立山形工業高等学校 1.0 9.0 2.0 4.0 3.0 37 市川開 京都 京都文教高等学校 × 55 澤村　理貴 高知 高知県立高知小津高等学校 ○ 35 宮瀬　賢伸 宮城 宮城県仙台西高等学校 × 45 青柳　博紀 茨城 茨城県立並木中等教育学校 ×
70 78 宮田　祐輔 長崎 海星中学高等学校 1.0 9.0 2.0 4.0 3.0 30 澤村　現真 高知 高知工業高等専門学校 × 49 青山　恵達 福井 北陸高等学校 ○ 24 西川　シュリ 山梨 山梨県立甲府西高等学校 × 36 宮原　功樹 佐賀 佐賀県立鳥栖工業高等学校 ×
72 81 小島　佑斗 福島 学校法人福島成蹊学園福島成蹊高等学校 1.0 9.0 1.0 5.0 3.0 33 高島　康太 静岡 静岡県立静岡高等学校 × 51 平賀　聖明 山梨 山梨県立甲府第一高等学校 ○ 31 柏木　智成 長崎 佐世保南高等学校 × 41 今泉　慶亮 山形 山形県立寒河江高等学校 ×
73 58 坪居 史也 大分 県立大分豊府高等学校 1.0 9.0 1.0 4.0 3.0 10 女鹿　紘喜 千葉 千葉県立東葛飾高等学校 × 87 髙橋　佳大 岐阜 岐阜県立岐阜北高等学校 ○ 4 安藤 拓穂 愛知 名古屋高等学校 × 1 國廣　友基 広島 広島県立三次高等学校 ×
74 53 岩坪　勘太 山口 山口県立下関工科高等学校 1.0 9.0 0.0 5.0 2.0 5 永吉　琢磨 埼玉 正智深谷高等学校 × 82 坂本　風真 埼玉 埼玉県立浦和高等学校 × 86 小網　到谷 愛媛 済美高等学校 ○ 95 庄山　航生 北海道 北海道函館中部高等学校 ×
75 7 福島　拓実 徳島 徳島県立川島高等学校 1.0 8.0 2.0 4.0 4.0 55 澤村　理貴 高知 高知県立高知小津高等学校 ○ 37 市川開 京都 京都文教高等学校 × 59 庄司　一輝 和歌山 和歌山県立田辺工業高等学校 × 61 田村　和 神奈川 神奈川県立大船高等学校 ×
76 83 佐々木　翼 秋田 秋田県立大曲工業高等学校 1.0 8.0 1.0 4.0 2.0 35 宮瀬　賢伸 宮城 宮城県仙台西高等学校 × 54 西田　啓人 兵庫 白陵高等学校 × 51 平賀　聖明 山梨 山梨県立甲府第一高等学校 ○ 42 小池　拓空 新潟 新潟県立高田高等学校 ×
77 32 　吉田　篤矢 石川 石川県立金沢二水高等学校 1.0 8.0 1.0 4.0 4.0 80 石原　航太 熊本 熊本県立熊本北高等学校 ○ 2 新斗米　光 秋田 秋田県立大館鳳鳴高等学校 × 82 坂本　風真 埼玉 埼玉県立浦和高等学校 × 73 坂根　海斗 岡山 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 ×
77 3 松原　晴信 滋賀 滋賀県立玉川高等学校 1.0 8.0 1.0 4.0 4.0 51 平賀　聖明 山梨 山梨県立甲府第一高等学校 ○ 33 高島　康太 静岡 静岡県立静岡高等学校 × 57 中根　遼 栃木 栃木県立栃木高等学校 × 60 平松　直賢 東京 駒場東邦高等学校 ×
79 25 川崎 龍玖 島根 松江工業高等専門学校 1.0 7.0 1.0 4.0 2.0 73 坂根　海斗 岡山 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 × 67 平岡　宏基 福岡 東筑紫学園高等学校 × 63 三田　力生 広島 広島市立広島中等教育学校 ○ 75 小野　史瑠 宮城 宮城県古川高等学校 ×
80 20 池田　壮吾 香川 香川県立高松高等学校 1.0 7.0 1.0 4.0 4.0 68 岩渕　陽 長野 長野県長野高等学校 ○ 79 遠藤　亜紋 徳島 徳島県立城ノ内高等学校 × 76 中島　鈴行 三重 三重県立伊勢高等学校 × 72 高山　遼貴 京都 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 ×
81 74 高橋　滉貴 香川 香川県立高松東高等学校 1.0 7.0 0.0 4.0 1.0 26 塚崎　友稀 北海道 北海道札幌南高等学校 × 42 小池　拓空 新潟 新潟県立高田高等学校 × 49 青山　恵達 福井 北陸高等学校 × 62 安達　新流 滋賀 比叡山高等学校 ○
81 66 斎藤　寛太 新潟 新潟市立高志中等教育学校 1.0 7.0 0.0 4.0 1.0 18 冨田　文希 岐阜 岐阜県立多治見北高等学校 × 22 木下　遼 山口 山口県立徳山高等学校 × 41 今泉　慶亮 山形 山形県立寒河江高等学校 × 92 笠置　陽土 富山 富山県立富山高等学校 ○
83 11 奥村　想 福井 福井県立武生高等学校 1.0 7.0 0.0 4.0 2.0 59 庄司　一輝 和歌山 和歌山県立田辺工業高等学校 × 65 上條　裕馬 大阪 清明学院高等学校 × 62 安達　新流 滋賀 比叡山高等学校 ○ 67 平岡　宏基 福岡 東筑紫学園高等学校 ×
84 96 中屋　嘉弥 石川 石川県立小松高等学校 1.0 7.0 0.0 4.0 3.0 48 渡部　隼人 岡山 岡山県立岡山芳泉高等学校 × 62 安達　新流 滋賀 比叡山高等学校 ○ 52 宇野　友貴 茨城 茨城県立水戸第一高等学校 × 55 澤村　理貴 高知 高知県立高知小津高等学校 ×
85 87 髙橋　佳大 岐阜 岐阜県立岐阜北高等学校 1.0 6.0 0.0 3.0 1.0 39 渡口　良渚 沖縄 学校法人興南学園　興南高等学校 × 58 坪居 史也 大分 県立大分豊府高等学校 × 55 澤村　理貴 高知 高知県立高知小津高等学校 × 64 松田　和己 奈良 東大寺学園高等学校 ○
85 68 岩渕　陽 長野 長野県長野高等学校 1.0 6.0 0.0 3.0 1.0 20 池田　壮吾 香川 香川県立高松高等学校 × 31 柏木　智成 長崎 佐世保南高等学校 × 45 青柳　博紀 茨城 茨城県立並木中等教育学校 × 50 月原　隆志 鹿児島 ラ・サール高等学校 ○
85 63 三田　力生 広島 広島市立広島中等教育学校 1.0 6.0 0.0 3.0 1.0 15 桑原　志隆 群馬 群馬県立中央中等教育学校 × 4 安藤 拓穂 愛知 名古屋高等学校 × 25 川崎 龍玖 島根 松江工業高等専門学校 × 86 小網　到谷 愛媛 済美高等学校 ○
88 80 石原　航太 熊本 熊本県立熊本北高等学校 1.0 6.0 0.0 3.0 3.0 32 　吉田　篤矢 石川 石川県立金沢二水高等学校 × 50 月原　隆志 鹿児島 ラ・サール高等学校 ○ 26 塚崎　友稀 北海道 北海道札幌南高等学校 × 40 赤羽　飛翔 栃木 栃木県立大田原高等学校 ×
89 46 宇都宮　耀 香川 香川誠陵高等学校 1.0 5.0 0.0 3.0 2.0 94 丹羽　将太 愛知 愛知工業大学名電高等学校 × 77 赤塚　公太朗 宮崎 宮崎県立宮崎西高等学校 × 71 戸田　周汰 佐賀 早稲田佐賀高等学校 ○ 88 川村　塁 青森 青森県立青森東高等学校 ×
90 51 平賀　聖明 山梨 山梨県立甲府第一高等学校 1.0 3.0 0.0 2.0 1.0 3 松原　晴信 滋賀 滋賀県立玉川高等学校 × 81 小島　佑斗 福島 学校法人福島成蹊学園福島成蹊高等学校 × 83 佐々木　翼 秋田 秋田県立大曲工業高等学校 × 71 戸田　周汰 佐賀 早稲田佐賀高等学校 ○
91 92 笠置　陽土 富山 富山県立富山高等学校 0.0 9.0 0.0 4.0 0.0 44 上條　喜稔 岩手 岩手高等学校 × 60 平松　直賢 東京 駒場東邦高等学校 × 61 田村　和 神奈川 神奈川県立大船高等学校 × 66 斎藤　寛太 新潟 新潟市立高志中等教育学校 ×
92 64 松田　和己 奈良 東大寺学園高等学校 0.0 8.0 0.0 4.0 0.0 16 財津　天希 福岡 東福岡高等学校 × 8 三島　孝太 長野 長野県松本深志高等学校 × 36 宮原　功樹 佐賀 佐賀県立鳥栖工業高等学校 × 87 髙橋　佳大 岐阜 岐阜県立岐阜北高等学校 ×
93 86 小網　到谷 愛媛 済美高等学校 0.0 8.0 0.0 3.0 0.0 38 楠本　一斗 和歌山 和歌山県立和歌山北高等学校 × 57 中根　遼 栃木 栃木県立栃木高等学校 × 53 岩坪　勘太 山口 山口県立下関工科高等学校 × 63 三田　力生 広島 広島市立広島中等教育学校 ×
94 71 戸田　周汰 佐賀 早稲田佐賀高等学校 0.0 7.0 0.0 3.0 0.0 23 丹羽　俊尊 東京 麻布高等学校 × 40 赤羽　飛翔 栃木 栃木県立大田原高等学校 × 46 宇都宮　耀 香川 香川誠陵高等学校 × 51 平賀　聖明 山梨 山梨県立甲府第一高等学校 ×
95 50 月原　隆志 鹿児島 ラ・サール高等学校 0.0 6.0 0.0 3.0 0.0 2 新斗米　光 秋田 秋田県立大館鳳鳴高等学校 × 80 石原　航太 熊本 熊本県立熊本北高等学校 × 75 小野　史瑠 宮城 宮城県古川高等学校 × 68 岩渕　陽 長野 長野県長野高等学校 ×
96 62 安達　新流 滋賀 比叡山高等学校 0.0 5.0 0.0 2.0 0.0 14 岡嵜 禎遼 大分 県立国東高等学校 × 96 中屋　嘉弥 石川 石川県立小松高等学校 × 11 奥村　想 福井 福井県立武生高等学校 × 74 高橋　滉貴 香川 香川県立高松東高等学校 ×


