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1 1 佐々木　悠　吾 ユースA 京都 東山高等学校 seed top 50 - 41 -
2 1 安　間　佐　千 ユースB 栃木 市立豊郷中学校 seed top 50 40 +
3 2 柴　田　晃　一 ユースA 神奈川 県立愛川高等学校 seed top 48 38 -
4 2 堀　　　　　創 ユースB 宮城 市立中山中学校 seed top 50 - 34 -
5 3 星　　　智　之 ユースA 宮城 東北高等学校 seed top 45 + 33 -
6 1 尾　崎　晃　一 ジュニア 佐賀 県立多久高等学校 seed top 45 33 -
7 2 藤　枝　国　博 ジュニア 茨城 常盤大學 seed top 47 - 29 -
8 3 堀　込　　　悟 ジュニア 群馬 県立渋川工業高等学校 seed top 43 29 -
9 3 中　原  　　栄 ユースB 岡山 倉敷高等学校 seed top 43 - 27
10 4 河　本　　　陽 ジュニア 鳥取 県立由良育英高等学校 seed top 42
11 4 永　田　乃由季 ユースA 沖縄 県立北谷高等学校 seed top 39
12 4 菅　野　由　也 ユースB 京都 府立洛西高等学校 top top 38 -
13 5 小　西  大　介 ユースA 岡山 県立金川高等学校 seed top 37 +
14 6 國　谷　斗　馬 ユースA 北海道 美唄工業高等学校 seed top 37
15 5 國　井　敬　一 ジュニア 茨城 茨城工業高等専門学校 top top 37 -
15 5 金　平　優　太 ジュニア 秋田 (株)ICI石井スポーツ盛岡店 top top 37 -
17 7 森　　　清　隆 ジュニア 茨城 常盤大學 top top 34 -
17 7 江　口  健　太 ユースA 長崎 県立北陽台高等学校 top top 34 -
17 7 塚　田  　　洸 ジュニア 北海道 北海道札幌南高等学校 seed top 34 -
17 7 坂　田　　  憲 ユースA 埼玉 県立草加西高等学校 seed top 34 -
21 9 松　田　竜　一 ユースA 京都 府立向陽高等学校 top top 33 +
22 10 松　尾  秀　之 ユースA 長崎 県立大村工業高等学校 31 top 33 +
23 9 金　井　健　一 ジュニア 埼玉 県立鴻巣高等学校 top top 33 -
23 5 竹　田　昇　太 ユースB 北海道 市立清田中学校 seed top 33 -
25 11 本　多  隆　志 ユースA 鳥取 県立中央育英高等学校 top top 31
25 10 須　藤　晴　紀 ジュニア 新潟 長岡高等専門学校 seed top 31
27 6 高　岩　　　航 ユースB 京都 市立西陵中学校 top top 31 -
27 12 相　良  勇　気 ユースA 長崎 県立大村工業高等学校 top top 31 -
27 11 鬼　澤　功　紀 ジュニア 岩手 県立盛岡第一高等学校 top top 31 -
27 11 荒　木　貴　裕 ジュニア 千葉 県立船橋高等学校 seed top 31 -
31 7 佐々木　政　明 ユースB 埼玉 市立加須西中学校 top top 28 -
32 8 中　嶋　　  徹 ユースB 長野 村立梓川小学校 30 - 34 + 27 -
32 8 橋　場　友　祐 ユースB 富山 町立城端小学校 29 - 34 + 27 -
34 13 古　坂  賢　太 ユースA 千葉 県立磯辺高等学校 top top 24 -
34 13 藤　村　直　人 ジュニア 茨城 県立水戸工業高等学校 top top 24 -
36 14 平　山　太　市 ジュニア 茨城 県立緑岡高等学校 32 - top 23 +
37 15 千　葉　幸　司 ジュニア 秋田 県立大曲高等学校 29 + 36 - 23
38 16 園　田  純　一 ジュニア 大分 県立杵築高等学校 top top 19 -
39 14 芝　田  将　基 ユースA 栃木 作新学院高等学校 top top 17
40 15 白　鳥  宏　典 ユースA 千葉 県立幕張総合高等学校 28 - top 14 -
41 17 宮　口　直　樹 ジュニア 佐賀 県立多久高等学校 top top 13
42 16 葛　西　　  潤 ユースA 千葉 県立千葉東高等学校 30 - 34 + 12
43 18 宮　本　健　太 ジュニア 茨城 県立日立第一高等学校 top 34 -
43 18 長　山　公　輔 ジュニア 静岡 浜松日体中高等学校 top 36
45 20 工　藤  臆　人 ジュニア 岩手 岩手高等学校 31 33 -
45 10 落　合  伸　明 ユースB 神奈川 港南台第一中学校 27 36 -
47 21 渡　壁　昌　史 ジュニア 大分 県立日出暘谷高等学校 29 - 33 -
47 17 中　村　謙　介 ユースA 滋賀 県立草津東高等学校 29 - 33 +
49 11 羽鎌田  直　人 ユースB 長野 市立赤穂東小学校 32 - 32
49 18 村　上　友　旗 ユースA 宮城 宮城広瀬高等学校 30 - 33
51 19 髙　瀨  雄　大 ユースA 千葉 県立幕張総合高等学校 28 - 31
51 19 田　代　岳　彦 ユースA 千葉 県立幕張総合高等学校 top 31
51 19 佐　藤  敦　紀 ユースA 大分 県立杵築高等学校 28 32
54 22 吉　水　統　威 ジュニア 滋賀 県立草津東高等学校 29 31 +
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55 23 霜　越　　　歩 ジュニア 新潟 県立糸魚川白嶺高等学校 28 - 30 +
55 23 浦　　　裕　明 ジュニア 徳島 県立城西高等学校 29 - 31 +
57 22 佐　藤  春　彦 ユースA 埼玉 県立春日部東高等学校 26 30
57 25 脇　田　大　翼 ジュニア 新潟 県立糸魚川白嶺高等学校 28 + 30
57 22 佐々木  龍　成 ユースA 徳島 県立城西高等学校 30 - 30
57 22 並　川  絋　輔 ユースA 滋賀 県立草津東高等学校 28 + 31 +
61 25 中　嶋  祐　樹 ユースA 岩手 岩手高等学校 29 31
62 26 加　瀬　康　裕 ジュニア 千葉 千葉県立長生高校 30 30 -
62 26 堀　　　慶　太 ユースA 富山 県立富山工業高等学校 30 - 30 -
62 26 長　澤　武　央 ジュニア 富山 県立富山工業高等学校 28 30 -
65 27 眞　島  翔　太 ユースA 北海道 北海道美唄工業高等学校 28 + 28 -
66 28 寺　門  直　也 ユースA 茨城 県立水戸第一高等学校 27 27 +
67 29 室　田  雅　史 ユースA 山口 県立防府高等学校 30 24
67 12 栗　原　　  渓 ユースB 京都 双ケ丘中学校 30 - 29 -
69 30 古　賀  郁　弥 ユースA 岡山 倉敷高等学校 28 24
70 31 木　原　頌　太 ユースA 兵庫 県立小野工業高等学校 28 - 準々決勝不参加
71 13 中　嶋　　　渉 ユースB 長野 村立梓川中学校 25 -
71 32 守　口  順　二 ユースA 愛知 桜台高等学校 28
71 13 太　田  祐　資 ユースB 京都 市立西稜中学校 28
74 33 吉　田  泰　祐 ユースA 茨城 県立日立北高等学校 24 +
74 33 恒　友  翔　太 ユースA 静岡 県立富士東高等学校 24 +
76 35 平　田  祐　也 ユースA 静岡 県立富士東高等学校 28 -
76 35 井　上　　　尉 ユースA 滋賀 県立草津東高等学校 28 -
76 35 尾　形　保　充 ユースA 佐賀 県立多久高等学校 28 -
76 15 松　井　　　直 ユースB 埼玉 市立上尾東中学校 28 -
80 28 大　沼　和　彦 ジュニア 茨城 県立水戸工業高等学校 24
80 38 山　本  悠　基 ユースA 鳥取 県立中央育英高等学校 24
82 29 阿　部　暢　俊 ジュニア 大分 県立日出暘谷高等学校 24 -
83 30 滝　沢　　  卓 ジュニア 埼玉 県立鴻巣高等学校 27 +
83 30 石　田  智　則 ジュニア 兵庫 県立小野工業高等学校 27 +
83 39 上之原 康　弘 ユースA 千葉 県立千葉東高等学校 27 +
83 16 久保田　　　聡 ユースB 新潟 市立糸魚川中学校 23 -
87 40 小　山　　  透 ユースA 滋賀 県立草津東高等学校 22 +
88 32 富　積　　  司 ジュニア 徳島 県立板野高等学校 22
88 41 澤　木  俊　哉 ユースA 静岡 浜松日体高等学校 22
88 17 山　川　康　平 ユースB 新潟 町立柿崎小学校 22
91 42 小　澤  拓　也 ユースA 茨城 県立日立北高等学校 27
91 42 上　岡  悠　紀 ユースA 岡山 倉敷高等学校 27
91 42 川　原  拓　也 ユースA 埼玉 県立庄和高等学校 27
91 18 綱　島　智　也 ユースB 新潟 市立糸魚川中学校 27
95 45 定　延  智　崇 ユースA 千葉 県立千葉東高等学校 22 -
96 19 横　辺  貴　弥 ユースB 岡山 湯原中学校 20
97 33 中　村　政　幸 ジュニア 鳥取 県立米子高等学校 18
97 46 柴　田  浩　平 ユースA 鳥取 県立中央育英高等学校 18
97 46 吉　田　　  誠 ユースA 鳥取 県立中央育英高等学校 26
100 48 川　田  宏　昭 ユースA 栃木 県立宇都宮東高等学校 24
101 49 黒　澤  洋　平 ユースA 茨城 県立水戸工業高等学校 23
101 20 堤　　　孔　盟 ユースB 群馬 村立南小学校 17
103 34 西　山  文　浩 ジュニア 群馬 県立利根実業高等学校 13 -
103 34 林  　　洋　志 ジュニア 茨城 県立水戸第一高等学校 20
103 21 中　村　隆　寛 ユースB 鳥取 町立名和中学校 20
106 36 山　口　　　真 ジュニア 埼玉 県立春日部東高等学校 12
106 50 前　田  直　樹 ユースA 滋賀 県立草津東高等学校 12
106 50 澤　口  伸　輔 ユースA 岩手 県立盛岡南高等学校 12
106 22 大　町  将　司 ユースB 滋賀 県立守山中学校 12
110 23 今　安　森　也 ユースB 滋賀 県立守山中学校 18
111 37 平　沢  雅　輝 ジュニア 群馬 県立利根実業高等学校 17
112 52 清　水  拓　郎 ユースA 岐阜 県立飛騨神岡高等学校 16
112 52 山　下  広　祐 ユースA 静岡 浜松学芸高等学校 16
114 38 芝　田  聡　良 ジュニア 岐阜 県立斐太高等学校 10
115 39 佐　藤　　  敦 ジュニア 栃木 私立矢板中央高等学校 12
115 54 平　田　　  忍 ユースA 岐阜 県立飛騨神岡高等学校 7
115 24 山　本  　　凌 ユースB 富山 町立城端小学校 12


