
所属大学 監督名 出場順 姓 名 学年 身長 体重 段位 出身校

先鋒 外尾 祐樹 3 188.0 113.0 参段 佐賀清和高校

二陣 石崎 涼馬 4 173.0 120.0 参段 明徳義塾高校

中堅 バトジャルガル
チョイジルスレ
ン

4 185.0 140.0 参段 新名学園旭丘高校

副将 岩元 優樹 4 175.0 120.0 参段 日田林工高校

大将 花田 秀虎 3 184.0 135.0 参段 和歌山商業高校

交代１ 中村 泰輝 4 193.0 170.0 参段 海洋高校

交代２ 田畑 奨治郎 4 171.0 115.0 参段 岐阜農林高校

予備登録 田中 裕隆 3 175.0 126.0 弐段 希望が丘高校

先鋒 江連 春樹 2 173.0 132.0 弐段 水戸農業高校

二陣 角田 虎紀 1 171.0 140.0 初段 金沢市立工業高校

中堅 オドフー 4 180.0 160.0 参段 明徳義塾高校

副将 三上 大輝 2 193.0 150.0 弐段 専修大学松戸高校

大将 亀井 颯人 3 173.0 115.0 参段 東洋大学附属牛久高校

交代１ 落合 優大 3 178.0 107.0 弐段 金沢市立工業高校

交代２ ミャンガンバヤル 2 168.0 130.0 参段 希望が丘高校

予備登録 堺井 勇希 2 183.0 135.0 弐段 高岡向陵高校

先鋒 棚橋 亮太 4 170.0 130.0 参段 岐阜農林高校

二陣 田村 吏玖 1 181.0 135.0 弐段 箕島高校

中堅 影山 由伸 3 178.0 150.0 参段 埼玉栄高校

副将 由留部 親吾 4 172.0 95.0 参段 野村高校

大将 平野 颯人 3 177.0 135.0 参段 大曲農業高校

交代１ 野地 嵩良 3 174.0 122.0 参段 新名学園旭丘

交代２ 土居 佑也 4 170.0 125.0 参段 南宇和高校

予備登録 市川 太陽 1 188.0 130.0 弐段 埼玉栄高校

先鋒 坂前 由基 3 172.0 140.0 参段 箕島高校

二陣 谷内 達也 2 174.0 115.0 弐段 三本木農業高校

中堅 松永 ジョージ 3 182.0 160.0 参段 拓殖大学紅陵高校

副将 長内 龍 4 180.0 145.0 弐段 平舘高校

大将 角田 雄祐 3 175.0 105.0 初段 拓殖大学紅陵高校

交代１ 五島 雅治 2 175.0 160.0 参段 箕島高校

交代２ 児玉 亮 1 175.0 135.0 弐段 箕島高校

予備登録 南山 空哉 2 171.0 105.0 弐段 高岡向陵高校

先鋒 春山 万太郎 4 180.0 145.0 参段 埼玉栄高校

二陣 城間 瑠正 4 180.0 160.0 参段 中部農林高校

中堅 小関 拓道 3 170.0 120.0 参段 鳥取城北高校

副将 花岡 真生 2 185.0 135.0 参段 文徳高校

大将 川上 竜昌 2 187.0 110.0 参段 文徳高校

交代１ 草野 直哉 3 187.0 155.0 参段 文徳高校

交代２ 新井 宥里 4 185.0 150.0 参段 埼玉栄高校

予備登録 宮崎 光星 3 178.0 135.0 参段 埼玉栄高校

先鋒 加納 佑真 4 176.0 130.0 参段 近畿大学付属高校

二陣 三田 大生 3 171.0 115.0 参段 黒羽高校

中堅 藤澤 詩音 4 178.0 110.0 参段 富山商業高校

副将 北野 泰聖 3 171.0 100.0 参段 熊本農業高校

大将 久國 颯治 4 181.0 137.0 参段 津島高校

交代１ 山崎 勝磨 3 176.0 155.0 参段 三本木農業高校

交代２ 本庄 優介 3 192.0 130.0 参段 近畿大学付属高校

予備登録 浦山 秀誠 2 182.0 155.0 参段 富山商業高校

近畿大学

中央大学

日本体育大学

日本大学

拓殖大学

東洋大学

伊東　良

濱野　文雄

山口　弘和

舛田　守

木﨑　孝之助

阿部　智志



先鋒 山口 遼太朗 4 176.0 129.0 参段 愛工大名電高校

二陣 デミデジャムツ 4 193.0 131.0 参段 鳥取城北高校

中堅 ムンフイデレ 3 179.0 150.0 参段 鳥取城北高校

副将 真辺 豪太 3 165.0 117.0 弐段 報徳学園

大将 川畠 海人 4 178.0 130.0 参段 鳥取城北高校

交代１ 南 将一郎 2 173.0 102.0 弐段 鳥羽高校

交代２ 田中　 宏憲 4 165.0 105.0 参段 鳥羽高校

予備登録 山根 輝 2 175.0 128.0 弐段 鳥取城北高校

先鋒 木下 優希 1 183.0 140.0 弐段 諫早農業高校

二陣 猿川 天嵐 3 175.0 115.0 参段 五所川原農林高校

中堅 篠田 耕 4 175.0 115.0 参段 宿毛高校

副将 石川 剛 2 175.0 105.0 弐段 高知農業高校

大将 谷内 勝哉 2 182.0 140.0 弐段 三本木農業高校

交代１ 後藤 大翔 1 180.0 130.0 弐段 小牛田農林高校

交代２ 松澤 魁人 1 180.0 155.0 初段 金沢学院大学付属高校

予備登録 佐藤 二千翔 4 172.0 110.0 参段 小牛田農林高校

先鋒 深見 勇志 4 175.0 140.0 弐段 希望が丘高校

二陣 ナランバートル ハグワドルジ 1 190.0 148.0 弐段 希望が丘高校

中堅 西村 篤 4 168.0 150.0 弐段 希望が丘高校

副将 豊田 倫太朗 3 171.0 110.0 初段 樟南高校

大将 豆田 恭成 3 182.0 97.0 初段 鶴洋高校

交代１ 平良 乃希 2 170.0 115.0 浦添工業高校

交代２ 金久 平次 2 175.0 137.0 初段 樟南高校

予備登録 木村 真之介 3 164.0 120.0 初段 津島高等学校

先鋒 北野 龍也 3 186.0 126.0 参段 箕島高校

二陣 児玉 優翔 1 170.0 127.0 弐段 秋田北鷹高校

中堅 村田 臣人 4 185.0 160.0 参段 希望が丘高校

副将 本松 孝大 3 172.0 122.0 弐段 日田林工高校

大将 石塚 礎男 3 177.0 118.0 弐段 向の岡工業高校

交代１ 高橋 大樹 2 183.0 103.0 弐段 大曲農業高校

交代２ 櫻田 航汰 2 178.0 104.0 弐段 秋田北鷹高校

予備登録 松田 龍衛 4 174.0 98.0 弐段 野村高校

先鋒 酒井 真幸 1 181.0 120.0 初段 埼玉栄高校

二陣 神 歩武 3 183.0 130.0 弐段 埼玉栄高校

中堅 松村 将伍 4 174.0 134.0 弐段 向の岡工業高校

副将 永山 竜哉 4 180.0 105.0 弐段 埼玉栄高校

大将 甲斐 丈一郎 2 180.0 115.0 初段 文徳高校

交代１ 斎藤 晃良 2 173.0 104.0 弐段 秋田北鷹高校

交代２ 堀内 大晴 2 170.0 120.0 弐段 都留興譲館高校

予備登録 美麗 順平 3 180.0 126.0 弐段 文徳高校

先鋒 坂髙 健太 1 175.0 119.0 初段 金沢学院大学付属高校

二陣 可貴 秀太 2 190.0 130.0 参段 金沢学院高校

中堅 瀬戸 太陽 3 178.0 97.0 弐段 金沢学院高校

副将 土井 敢太 3 166.0 88.0 弐段 金沢学院高校

大将 井手 純也 3 170.0 106.0 弐段 拓殖大学紅陵高校

交代１ 池田 俊 3 183.0 130.0 参段 金沢学院高校

交代２ 大森 康弘 1 185.0 110.0 弐段 金沢学院大学付属高校

予備登録 若林 剣 1 188.0 135.0 初段 高岡向陵高校

金沢学院大学

九州情報大学

駒澤大学

明治大学

同志社大学

東京農業大学

守重　佳昭

山上　慈明

真利　順一

安井　和男

竹石　洋介

下谷内　勝利


