
所属高校 監督名 出場順 姓 名 氏名 ふりがな 学年 身長 体重 段位 個人パート

先鋒 橘 龍生 橘　龍生 たちばな　たつみ 3 178.0 123.0 初段 A

中堅 山下 昇介 山下　昇介 やました　しょうすけ 2 177.0 148.0 初段 B

大将 本多 豪太郎 本多　豪太郎 ほんだ　こうたろう 3 182.0 133.0 弐段 C

選手 大手 希星 大手　希星 おおて　きら 2 175.0 128.0 初段 D

予備登録 川上 竜弥 川上　竜弥 かわかみ　りゅうや 3 178.0 135.0 初段

先鋒 東　 亮佑 東　亮佑 あずま　りょうすけ 3 172.0 115.0 弐段 A

中堅 ムンクオド ムンクオド むんくおど 3 187.0 130.0 B

大将 野坂　 朋矢 野坂　朋矢 のさか　ともや 3 187.0 125.0 弐段 C

選手 熱海　 允一 熱海　允一 あつま　まさと 3 172.0 110.0 初段 D

予備登録 竹林　 顕信 竹林　顕信 たけばやし　けんしん 2 170.0 110.0 初段

先鋒 山口 祈吹 山口　祈吹 やまぐち　いぶき 3 167.0 77.0 D

中堅 佐々木 翼早 佐々木　翼早 ささき　つばさ 2 170.0 76.0 C

大将 畑澤 優心 畑澤　優心 はたざわ　ゆうしん 2 180.0 120.0 B

選手 西山 拓海 西山　拓海 にしやま　たくみ 1 162.0 55.0 A

予備登録 勝又 祈 勝又　祈 かつまた　いのり 3 160.0 78.0

先鋒 鈴木 大和 鈴木　大和 すずき　やまと 3 172.0 145.0 初段 A

中堅 中村 暢孝 中村　暢孝 なかむら　のぶたか 3 171.0 115.0 初段 C

大将 佐藤 駿耶 佐藤　駿耶 さとう　しゅんや 2 170.0 105.0 初段 D

選手 川口 正太郎 川口　正太郎 かわぐち　しょうたろう 1 168.0 65.0 B

予備登録 中村 悠真 中村　悠真 なかむら　ゆうま 1 166.0 95.0

先鋒 長谷川　 力響 長谷川　力響 はせがわ　かおと 2 181.0 120.0 初段 A

中堅 奈良　 昴 奈良　昴 なら　すばる 2 176.0 155.0 初段 B

大将 三浦　 智一 三浦　智一 みうら　ともかず 3 180.0 110.0 初段 C

選手 長内　 風道 長内　風道 おさない　ふうどう 2 174.0 105.0 初段 D

予備登録 浅瀬石　 光玖 浅瀬石　光玖 あせいし　みつき 2 175.0 111.0 初段

先鋒 神　 哲平 神　哲平 じん　てっぺい 1 172.0 85.0 B

中堅 福井　 魁 福井　魁 ふくい　かい 1 167.0 80.0 A

大将 松野　 将太 松野　将太 まつの　しょうた 1 172.0 110.0 D

先鋒 石郷岡 拓斗 石郷岡　拓斗 いしごうおか　たくと 1 172.0 75.0 D

中堅 齊藤 栖佳 齊藤　栖佳 さいとう　せいか 2 167.0 76.0 初段 C

大将 棟方 修幸 棟方　修幸 むなかた　しゅうこう 2 172.0 78.0 初段 B

選手 棟方 聖蓮 棟方　聖蓮 むなかた　せいれん 2 180.0 95.0 初段 A

先鋒 小林　 嵐 小林　嵐 こばやし　あらし 3 180.0 135.0 初段 A

中堅 田崎　 正美 田崎　正美 たざき　まさみ 2 175.0 110.0 初段 C

大将 齋藤　 成剛 齋藤　成剛 さいとう　せいごう 3 177.0 112.0 初段 B

選手 高山　 瞬佑 高山　瞬佑 たかやま　しゅんすけ 3 180.0 130.0 初段 D

予備登録 山田　 珠大 山田　珠大 やまだ　じゅうだい 3 170.0 85.0

先鋒 森滿 二鋼 森滿　二鋼 もりみつ　にこう 3 175.0 104.0 B

中堅 横山 司 横山　司 よこやま　つかさ 2 175.0 150.0 A

大将 小宮山 翔海 小宮山　翔海 こみやま　とあ 3 173.0 96.0 D

選手 今田 光紀 今田　光紀 いまだ　こうき 2 180.0 125.0 C

予備登録 髙橋 侑也 髙橋　侑也 たかはし　ゆうや 3 180.0 150.0
先鋒 依田　 蒼基 依田　蒼基 よだ　しげき 3 180.0 160.0 初段 A

中堅 杉本　 弘樹 杉本　弘樹 すぎもと　ひろき 3 191.0 155.0 初段 B

大将 渡邉　 俊介 渡邉　俊介 わたなべ　しゅんすけ 3 175.0 115.0 初段 D

選手 デルゲルバト デルゲルバト でるげるばと 2 187.0 115.0 C

予備登録 松崎　 圭吾 松崎　圭吾 まつざき　けいご 1 179.0 80.0
先鋒 関本 秀二 関本　秀二 せきもと　しゅうじ 2 170.0 115.0 B

中堅 小原 颯太 小原　颯太 こせき　そうた 3 175.0 135.0 C

大将 安藤 珠璃 安藤　珠璃 あんどう　しゅり 3 178.0 130.0 A

選手 成川 力哉 成川　力哉 なるかわ　りきや 2 185.0 105.0 初段 D

予備登録 斉藤 榛 斉藤　榛 さいとう　しん 2 175.0 90.0 初段
先鋒 長村　 晃宏 長村　晃宏 ながむら　あきひろ 3 173.0 135.0 初段 A

中堅 菅原　 悠翔 菅原　悠翔 すがはら　はるか 3 181.0 170.0 B

大将 桑原　 哲平 桑原　哲平 くわばら　てっぺい 3 175.0 160.0 初段 C

選手 内田　 京汰 内田　京汰 うちだ　きょうた 3 165.0 140.0 初段 D

予備登録 國次　 晃輔 國次　晃輔 くにつぐ　こうすけ 2 177.0 115.0 初段

先鋒 塚本 優樹 塚本　優樹 つかもと　ゆうき 3 175.0 80.0 初段 D

中堅 芦澤 凛久 芦澤　凛久 あしざわ　りく 3 170.0 100.0 初段 C

大将 鈴木 希 鈴木　希 すずき　のぞみ 2 175.0 98.0 初段 B

選手 渡邉 泰樹 渡邉　泰樹 わたなべ　たいき 1 162.0 100.0 A

予備登録 吉田 晃 吉田　晃 よしだ　あきら 3 171.0 90.0 初段

先鋒 大山 蓮斗 大山　蓮斗 おおやま　れんと 2 172.0 85.0 初段 A

中堅 中村 倭 中村　倭 なかむら　やまと 3 181.0 129.0 初段 B

大将 深江 悠楽 深江　悠楽 ふかえ　ゆうが 2 172.0 95.0 初段 C

選手 井上 拓海 井上　拓海 いのうえ　たくみ 3 174.0 105.0 初段 D

予備登録 濵口 大伸 濵口　大伸 はまぐち　たいしん 1 174.0 93.0

先鋒 横尾 悠翔 横尾　悠翔 よこお　はると 2 172.0 140.0 弐段 C

中堅 山下 聖翔 山下　聖翔 やました　せいか 2 170.0 130.0 初段 B

大将 加藤 梨生 加藤　梨生 かとう　りき 2 173.0 120.0 初段 D

選手 管部 憩 管部　憩 すがべ　けい 1 168.0 105.0 初段 A

予備登録 川尻 亜門 川尻　亜門 かわしり　あもん 1 172.0 125.0

先鋒 川原　 剛 川原　剛 かわはら　つよし 3 157.0 73.0 初段 C

中堅 宮口　 瑠嬉久 宮口　瑠嬉久 みやぐち　るうく 3 173.0 125.0 初段 D

大将 浅井　 大地 浅井　大地 あさい　だいち 1 169.0 85.0 A

選手 滝波　 健翔 滝波　健翔 たきなみ　けんと 2 169.0 103.0 初段 B

予備登録 川口　 大廣 川口　大廣 かわぐち　たいこう 2 176.0 73.0

先鋒 山岸 蒼生 山岸　蒼生 やまぎし　あおい 1 177.0 100.0 A

中堅 北村 優太 北村　優太 きたむら　ゆうた 3 178.0 125.0 初段 B

大将 竹内 恵 竹内　恵 たけうち　めぐむ 2 184.0 146.0 初段 C

選手 市川 友輝 市川　友輝 いちかわ　ゆうき 1 165.0 72.0 D

予備登録 島田 亘 島田　亘 しまだ　わたる 1 165.0 81.0

先鋒 篠　 宗磨 篠　宗磨 しの　そうま 1 172.0 105.0 B

中堅 閨谷　 広徳 閨谷　広徳 ねやたに　ひろと 2 175.0 115.0 初段 D

大将 篠　 侑磨 篠　侑磨 しの　ゆうま 3 172.0 120.0 初段 C

選手 森田　 陽彦 森田　陽彦 もりた　あきひこ 3 180.0 130.0 初段 A

予備登録 山本　 楓真 山本　楓真 やまもと　ふうま 1 172.0 105.0

文徳高等学校 古川　貴博

北海道栄高等学校 高山　和典

五所川原農林
高等学校

一戸　拓道

木造高等学校 藤本　久美

函館水産高等学校 金澤　良伸

三本木農業
三本木農業恵拓

高等学校
中村　巨樹

足立新田高等学校 松永　昭久

旭丘高等学校 岸田　光弘

弘前実業高等学校 高橋　道尊

埼玉栄高等学校 山田　道紀

富士宮北高等学校 市川　貴

宇治山田商業
高等学校

下里　匡希

金沢市立
工業高等学校

角田　直良

拓殖大学紅陵
高等学校

角田　昌

飛龍高等学校 栗原　大介

金沢学院大学
付属高等学校

徳田　哲雄

福井農林高等学校 鳥山　崇

更級農業高等学校 尾羽林　英樹



先鋒 野田 典雅 野田　典雅 のだ　てんが 2 183.0 115.0 初段 C

中堅 臼田 哲朗 臼田　哲朗 うすだ　てつろう 1 181.0 130.0 B

大将 前田 哉 前田　哉 まえだ　はじめ 2 178.0 135.0 初段 A

選手 新谷 雄太朗 新谷　雄太朗 にいや　ゆうたろう 2 180.0 130.0 初段 D

予備登録 藪ヶ﨑 晃仁 藪ヶ﨑　晃仁 やぶがさき　あきひと 1 180.0 145.0

先鋒 齋藤　 優希 齋藤　優希 さいとう　ゆうき 1 180.0 115.0 初段 A

中堅 神藤　 輝 神藤　輝 しんとう　あきら 3 175.0 135.0 弐段 D

大将 齋藤　 芯太郎 齋藤　芯太郎 さいとう　しんたろう 2 175.0 140.0 弐段 C

選手 東山　 優斗 東山　優斗 ひがしやま　ゆうと 3 170.0 120.0 弐段 B

予備登録 白記　 洸誠 白記　洸誠 しらき　こうせい 3 185.0 140.0 弐段

先鋒 中西 海心 中西　海心 なかにし　かいしん 1 170.0 120.0 B

中堅 山本 十蔵 山本　十蔵 やまもと　じゅうぞう 1 185.0 115.0 初段 A

大将 谷野 元気 谷野　元気 たにの　げんき 2 170.0 120.0 初段 D

選手 西出 大毅 西出　大毅 にしで　だいき 1 180.0 160.0 C

先鋒 舘野　 隆 舘野　隆 たての　りゅう 3 172.0 110.0 初段 A

中堅 アルタンゲレル　 ソソルフー アルタンゲレル　ソソルフー あんたんげれる　そそるふー 3 177.0 118.0 B

大将 松井　 奏凪人 松井　奏凪人 まつい　かなと 3 170.0 120.0 初段 C

選手 成田　 力道 成田　力道 なりた　りきどう 3 176.0 155.0 弐段 D

予備登録 河本　 優聖 河本　優聖 かわもと　まさきよ 3 176.0 135.0 初段

先鋒 片山 優真 片山　優真 かたやま　ゆうま 3 163.0 96.0 初段 C

中堅 小野 颯大 小野　颯大 おの　そうた 3 176.0 116.0 初段 A

大将 平戸 琉聖 平戸　琉聖 ひらと　りゅうせい 2 169.0 98.0 初段 B

選手 中村 泰陽 中村　泰陽 なかむら　たいよう 1 168.0 101.0 D

予備登録 藪田 陽斗 藪田　陽斗 やぶた　はると 2 184.0 116.0

先鋒 宇野　 伊央里 宇野　伊央里 うの　いおり 2 175.0 123.0 弐段 D

中堅 末　 知弘 末　知弘 すえ　ともひろ 2 174.0 125.0 弐段 C

大将 兵頭　 虎大郎 兵頭　虎大郎 ひょうどう　こたろう 2 182.0 121.0 弐段 B

選手 上原　 煌貴 上原　煌貴 うえはら　こうき 1 175.0 110.0 A

予備登録 泉　 瑠之介 泉　瑠之介 いずみ　りゅうのすけ 2 170.0 118.0 弐段

先鋒 山路 真人 山路　真人 やまじ　まさと 2 178.0 78.0 A

中堅 株田 拓音 株田　拓音 かぶた　たくと 1 175.0 78.0 B

大将 三﨑 寛大 三﨑　寛大 みさき　ひろと 3 180.0 130.0 C

選手 佃 昌弥 佃　昌弥 つくだ　まさや 1 160.0 60.0 D

先鋒 小松　 晶轟 小松　晶轟 こまつ　あきと 1 163.0 98.0 D

中堅 藤宗　 雄大 藤宗　雄大 ふじそう　ゆうだい 3 185.0 130.0 初段 B

大将 西本　 渉真 西本　渉真 にしもと　しょうま 3 173.0 132.0 初段 A

選手 樽本　 陽向 樽本　陽向 たるもと　ひなた 2 170.0 79.0 C

予備登録 岡林　 翔太 岡林　翔太 おかばやし　しょうた 3 175.0 68.0
先鋒 小早川 竜伸 小早川　竜伸 こばやかわ　りゅうしん 3 171.0 93.0 初段 B

中堅 山﨑 柊 山﨑　柊 やまさき　しゅう 3 175.0 115.0 初段 D

大将 宮本 陸矢 宮本　陸矢 みやもと　りくや 3 184.0 116.0 初段 C

選手 バヤルボルド バヤルボルド ばやるぼるど 2 171.0 112.0 A

予備登録 石川 哉太 石川　哉太 いしかわ　かんた 2 175.0 121.0

先鋒 島袋　 偉海 島袋　偉海 しまぶくろ　いなつ 3 176.0 123.0 D

中堅 新田　 将大 新田　将大 にった　しょうた 3 176.0 123.0 C

大将 東黒島　 和将 東黒島　和将 ひがしくろしま　かずまさ 3 169.0 99.0 B

選手 山城　 希友斗 山城　希友斗 やましろ　きゅうと 3 177.0 76.0 A

予備登録 前田　 俊之丞 前田　俊之丞 まえだ　しゅんのすけ 2 172.0 78.0

先鋒 松元 羅衣矩 松元　羅衣矩 まつもと　らいく 3 166.0 111.0 弐段 B

中堅 羽生 功生 羽生　功生 はぶ　こうせい 3 166.0 91.0 弐段 C

大将 栁 賢士朗 栁　賢士朗 やなぎ　けんしろう 1 175.0 101.0 初段 D

先鋒 栄　 陽翔 栄　陽翔 さかえ　はると 3 169.0 100.0 初段 C

中堅 新島　 伊武起 新島　伊武起 にいしま　いぶき 3 173.0 125.0 弐段 D

大将 福崎　 真逢輝 福崎　真逢輝 ふくざき　まある 1 170.0 125.0 初段 B

選手 盛　 愛伸 盛　愛伸 もり　あいしん 2 161.0 95.0 初段 A

予備登録 新島　 弘将 新島　弘将 にいしま　ひろまさ 1 170.0 85.0 初段

先鋒 富永 風太 富永　風太 とみなが　ふうた 2 167.0 90.0 初段 D

中堅 下釜 航士郎 下釜　航士郎 しもがま　こうしろう 2 172.0 88.0 C

大将 木下 朔冶 木下　朔冶 きのした　さくや 1 177.0 80.0 初段 B

選手 森本 剣介 森本　剣介 もりもと　けんすけ 1 176.0 105.0 A

予備登録 中村 星斗 中村　星斗 なかむら　ほしと 1 170.0 85.0

先鋒 石田　 啓介 石田　啓介 いしだ　けいすけ 1 164.0 60.0 C

中堅 坂尾　 力毅 坂尾　力毅 さかお　りき 1 160.0 61.0 D

大将 長崎　 起隆 長崎　起隆 ながさき　きりゅう 1 170.0 65.0 A

選手 新立　 綾音 新立　綾音 しんたて　あやと 1 156.0 45.0 B

予備登録 桝屋　 良輔 桝屋　良輔 ますや　りょうすけ 2 169.0 96.0

先鋒 井上 泰志 井上　泰志 いのうえ　たいし 3 186.0 145.0 初段 D

中堅 上村 光太郎 上村　光太郎 うえむら　こうたろう 2 173.0 125.0 初段 B

大将 佐藤 海心 佐藤　海心 さとう　かいしん 1 175.0 100.0 A

選手 西村 大輝 西村　大輝 にしむら　だいき 3 177.0 85.0 初段 C

予備登録 田代 公平 田代　公平 たしろ　こうへい 3 184.0 107.0

先鋒 権藤　 尊琉 権藤　尊琉 ごんどう　たける 3 178.0 95.0 初段 D

中堅 村上　 太陽 村上　太陽 むらかみ　たいよう 3 175.0 120.0 C

大将 勢村　 颯汰 勢村　颯汰 せむら　そうた 2 167.0 95.0 B

選手 豊田　 唯新 豊田　唯新 とよだ　いっしん 2 171.0 85.0 A

予備登録 山ノ内　 大聖 山ノ内　大聖 やまのうち　たいせい 2 165.0 62.0

先鋒 富永 陸人 富永　陸人 とみなが　りくと 2 167.0 73.0 A

中堅 下田 航樹 下田　航樹 しもだ　こうき 2 173.0 79.0 初段 B

大将 下田 大樹 下田　大樹 しもだ　たいき 2 170.0 88.0 初段 C

先鋒 岡田　 晋太郎 岡田　晋太郎 おかだ　しんたろう 3 169.0 79.0 初段 A

中堅 市木崎　 大祐 市木崎　大祐 いちきざき　だいすけ 2 183.0 140.0 初段 B

大将 中野　 拳成 中野　拳成 なかの　けんせい 3 178.0 98.0 初段 C

先鋒 佐伯 徒和 佐伯　徒和 さいき　とわ 1 177.0 104.0 初段 A

中堅 東島 翔 東島　翔 ひがじま　しょう 3 70.0 125.0 弐段 B

大将 満上 颯悟 満上　颯悟 みつかみ　そうご 3 180.0 79.0 弐段 D

選手 大坪 敬汰 大坪　敬汰 おおつぼ　けいた 3 180.0 80.0 C

予備登録 山口 愛翔 山口　愛翔 やまぐち　あいと 2 168.0 75.0

　箕島高等学校 関沢　英行

鳥取城北高等学校 井上　俊男

岡山理科大学
附属高等学校

田所　実

近畿大学
附属高等学校

谷岡　倖志郎

和歌山商業
高等学校

門林　三千生

高知農業高等学校 石川　雅也

希望が丘高等学校 佐伯　競

宇和島東高等学校 池田　比呂己

　高松南高等学校 田中　裕十

　樟南高等学校 安田　貴浩

諫早農業高等学校 石山　雄太

中部農林高等学校 和宇慶　忠勝

鹿児島商業
高等学校 禧久　昭広

高橋　智彦

小林西高等学校 木浦　和浩

北松農業高等学校 平野　照二

熊本農業高等学校 早野　将史

鹿児島実業
高等学校

菅間　勇介

多久高等学校 小形　祥三

福岡魁誠高等学校



先鋒 中上　 景虎 中上　景虎 なかがみ　かげとら 3 170.0 90.0 A

中堅 前田　 英龍 前田　英龍 まえだ　えいりゅう 3 172.0 120.0 B

大将 野島　 大陽 野島　大陽 のじま　たいよう 2 165.0 80.0 C

選手 冨原　 翔真 冨原　翔真 とみはら　しょうま 1 172.0 115.0 D

先鋒 川野 将太 川野　将太 かわの　しょうた 1 170.0 76.0 D

中堅 永松 知恩 永松　知恩 ながまつ　しおん 1 183.0 80.0 B

大将 井戸 隼仁 井戸　隼仁 いど　はやと 2 170.0 73.0 A

選手 甲斐 咲 甲斐　咲 かい　さく 1 180.0 100.0 C

先鋒 矢口　 寛騎 矢口　寛騎 やぐち　ひろき 1 173.0 73.0 A

中堅 右田　 英五郎 右田　英五郎 みぎた　えいごろう 2 177.0 83.0 B

大将 清水　 颯真 清水　颯真 しみず　そうま 3 174.0 85.0 C

選手 田中　 春希 田中　春希 たなか　はるき 2 161.0 73.0 D

予備登録 江口　 尚太郎 江口　尚太郎 えぐち　なおたろう 2 174.0 70.0

先鋒 大平 海斗 大平　海斗 おおひら　かいと 1 170.0 70.0 B

中堅 渡辺 由也 渡辺　由也 わたなべ　ゆうや 2 175.0 103.0 A

大将 安部 光 安部　光 あべ　ひかる 3 172.0 72.0 D

選手 渡邉 啓人 渡邉　啓人 わたなべ　けいと 2 168.0 71.0 C

予備登録 大地 幸四郎 大地　幸四郎 おおち　こうしろう 2 165.0 60.0

先鋒 山口　 琉聖 山口　琉聖 やまぐち　りゅうせい 3 176.0 95.0 D

中堅 岡崎　 駿也 岡崎　駿也 おかざき　しゅんや 1 168.0 80.0 C

大将 荒木　 颯太 荒木　颯太 あらき　そうた 1 183.0 80.0 B

選手 姫野　 和哉 姫野　和哉 ひめの　かずや 1 171.0 78.0 A

宇佐高等学校 水之江　浩 個人 秋吉　 正平 秋吉　正平 あきよし　しょうへい 3 165.0 93.0 初段 A

日田林工高等学校 梶川　清明 個人 岩元　 風樹 岩元　風樹 いわもと　かずき 2 170.0 125.0 初段 C

楊志館高等学校 重倉　誉宜

東九州龍谷
高等学校

佐藤　一真

佐伯豊南高等学校 木下　裕司

中津東高等学校 恒賀　正則

宇佐産業科学
高等学校

北﨑　幸洋


