
1 荒木　智也 宮津 家田　陸翔 近江 加田　悠真 明石商業 才木　海翔 北海道栄 竹邉　聖悟 広島新庄 蘆田　克樹 福知山成美

2 奥野　慎也 松山商業 犬飼　慶樹 尽誠学園 川﨑　健司 広島商業 ⾧尾　成真 社 竹中　哲平 市立尼崎 稲井　秀太郎 川西名峰

3 寺本　太和 尼崎小田 伊原 陵人 智辯学園 齊藤　凌生 玉野光南 西村　太陽 箕面学園 勝　皓辰 比叡山 岩　拓海 大阪学院

4 三木　優弥 飾磨 植田　貴紗羅 明石商業 髙濵　誠己 神戸学院大附 高塚　勢牧 智辯学園 荻田　隼斗 駒大苫小牧 内田　佑樹 石見智翠館

5 山口　直哉 済美 植本　亮太 明石商業 松田　誠也 柳井学園 山本　健太朗 明石商業 湯山　敦生 丹原 栫龍信 九州文化学園

6 久木崎　太郎 京都成章 碓井　雅也 天理 森川　友裕 岡山理大附 松本　拓海 明石商業 角井　亮太 生駒 笈川　慎太郎 橋本

7 材木　琢朗 綾部 太田　武蔵 育英 橋本　尚希 帝京第五 山下　泰輝 鳥取城北 奥田　一聖 大阪桐蔭 中西　一真 尽誠学園

8 中村　竜 市立和歌山 奥田　真也 五條 畑中　士典 明徳義塾 赤松　功基 岡山東商業 海端　紅波 神港学園 松井　詩温 東稜

9 山田　貴大 網野 奥村　光貴 尽誠学園 藤川　眞嘉 高松商業 西田　純 鳥取商業 茨木　祐哉 乙訓 松下　友輔 初芝橋本

10 遠藤　秀太 滝川第二 河野　準太 倉敷商業 金丸　童夢 市立尼崎 米倉　　建斗 比叡山 藤高　祐一郎 高知商業 松本　康志 育英

11 松下　慎太郎 京都成章 塩田　祐暉 鳥取城北 北野　登生 岡山理大附 北山　悠斗 高松北 樋口　塁大 佐久⾧聖 大庭　徳斗 石見智翠館

12 修行　恵大 大垣日大 山本　夕陽 西脇工業 平野　達也 鳴尾 田中　勇也 智辯和歌山 黒川　凌佑 東大阪大柏原

13 菅本　修真 津名 猪奥　理希 福井工大福井 三井　有世 関西 北川　慶太郎 東邦 谷本　一稀 大阪学院

14 瀬川　将季 近江 竹本　京平 明石商業 吉田　和将 比叡山 三藤　成一郎 延岡学園

15 高田　怜暉 作陽 仲元　虹雲 明誠学院 岡本　豊 龍谷大平安 有木　裕太 明桜

16 高谷　元基 遊学館 岡田　梨功 明石商業 金山　海 龍谷大平安 安東　希 岐阜第一

17 田畑　竜馬 大阪偕星 重國　龍一郎 姫路南 川谷　颯汰 龍谷大平安 磯谷　竜季 岐阜第一

18 千葉　慶大 クラーク記念国際松下　龍ノ介 ⾧崎南山 北住　哲也 龍谷大平安 今川　諒 箕面学園

19 千村　大輔 太成学院 足立　一真 篠山鳳鳴 杉野　黎樹 龍谷大平安 大谷　祐貴 石見智翠館

20 中尾　裕斗 育英 小嶋　淳平 神戸国際大附 野村　恵佑 龍谷大平安 川畑　憲正 大阪学院

21 中島　佑吏 鳥取城北 田中　小鉄 岡山理大附 松本　拓実 報徳学園 河渕　順司 香川西

22 中村　優斗 作陽 中越　啓斗 高知 大槻　舜 市立尼崎 久保　雄河 関西

23 楢原　健汰 米子北 眞鍋　陸 明徳義塾 牛田　大晴 初芝橋本 黒木海 誉

24 西嶋　元輝 興國 森川　智也 高田商業 奥村　智也 南丹 寺谷将明 明石商業

25 前田　竣也 天理 杉村　慈紀 創志学園 濱田夏樹 箕面学園

26 松岡　裕樹 近江　 国本　憲辰 星陵 前田柾志 石見智翠館

27 松岡　志祐 高松商業 丸木　拓巳 上宮 三橋竜貴 滝川第二

28 宮内　皓生 麗澤瑞浪 大島　直起 金光大阪 森元康貴 初芝橋本

29 森　悠祐 広陵 桑本　哲男 崇徳 山邊俊介 岡山学芸館

30 和田　隆成 尽誠学園 山本　陽士 崇徳 大澤悠暉 明桜

31 山本　典輝 松山商業 中島　健希 興國 岡本夏生 北海道栄

32 濵端　廉 星林 岸波龍門 明石商業

33 今井　隆成 今治西 佐藤卓 箕面学園

34 山口　圭矢 大谷 島田圭吾 大阪学院

35 木村　将 北陸 清水鼓 川西名峰

36 岡　大貴 北陸 清家海努 神村学園

37 谷所　竜樹 高田商業 田中敦哉 宝塚西

38 山下　空良 三重 中村翔真 明桜

39 髙島大輔 東大阪大柏原
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京産大 大商大 神院大 大院大大経大 龍谷大


