
H30 全国選抜大会 立ち番（男子）

的 立 選 手 名 学 校 名 県 名 的 立 選 手 名 学 校 名 県 名

２１－Ａ 長束　愛翔 長岡工業 新潟 ３３－Ａ 堤　大樹 春日部共栄 埼玉

２１－Ｂ 大谷　亮佑 倉敷天城 岡山 ３３－Ｂ 石留　光晴 徳島科技高 徳島

２１－Ｃ 笹井　清雅 慶應義塾 神奈川 ３３－Ｃ 服部　篤武 東海 愛知

２１－Ｄ 長船　嵩央 同志社高校 京都 ３３－Ｄ 松本　侑真 上田染谷 長野

２２－Ａ 西本　壮汰 魚津工業 富山 ３４－Ａ 佐藤　暁 登米産業 宮城

２２－Ｂ 池田　健一 松江東 島根 ３４－Ｂ 黒田　零音 ＮＩＴ駒場 東京

２２－Ｃ 石井　涼介 慶應義塾 神奈川 ３４－Ｃ 岩佐　永寿 甲南 兵庫

２２－Ｄ 德田　涼太朗 神戸星城 兵庫 ３４－Ｄ 河田　祥実 佐伯 広島

２３－Ａ 高橋　実秀 栄東 埼玉 ３５－Ａ 大西　悠介 高松西 香川

２３－Ｂ 北島　圭悟 金津高校 福井 ３５－Ｂ 井上　寛輝 駒場東邦 東京

２３－Ｃ 下元　優希 高知梼原 高知 ３５－Ｃ 大泉　龍晴 帯広工業 北海道

２３－Ｄ 藤井　奏楽 可児 岐阜 ３５－Ｄ 籔田　真士 奈良学園 奈良

２４－Ａ 山本　温士 慶應義塾 神奈川 ３６－Ａ 中畑　玖溫 青森東 青森

２４－Ｂ 宮成　孝輔 大分東明 大分 ３６－Ｂ 山下　健友 東海 愛知

２４－Ｃ 秋山　拓夢 滝川 兵庫 ３６－Ｃ 土居　剛瑠 広島工業 広島

２４－Ｄ 山本　颯太 帯広工業 北海道 ３６－Ｄ 野村　遥 駒場東邦 東京

２５－Ａ 畑本　晃佑 甲南 兵庫 ３７－Ａ 若尾　真弥 東海大甲府 山梨

２５－Ｂ 河村　健太 浜松湖東 静岡 ３７－Ｂ 村田　寛明 大村工業 長崎

２５－Ｃ 江藤　優吾 別府溝部学園 大分 ３７－Ｃ 川村　遼平 盛岡工業 岩手

２５-Ｄ 土屋　幸大 鳥山 栃木 ３７－Ｄ 本庄　琉希也 鳥取商業 鳥取

２６－Ａ 小札　哲聖 滝川 兵庫 ３８－Ａ 長田　蓮 甲府第一 山梨

２６－Ｂ 桑原　駿 東海 愛知 ３８－Ｂ 川村　翔太 青森山田 青森

２６－Ｃ 瀬川　桜介 東海大相模 神奈川 ３８－Ｃ 川畑　嘉大 草津東 滋賀

２６－Ｄ 角掛　一樹 盛岡工業 岩手 ３８－Ｄ 今井　悠翔 浜松湖東 静岡

２７－Ａ 平良　那生 宜野湾 沖縄 ３９－Ａ 大谷　伊吹 都立山崎 東京

２７－Ｂ 栩山　竜誠 和歌山高校 和歌山 ３９－Ｂ 近藤　丈博 東海大星翔 熊本

２７－Ｃ 平　碧仁 敬和学園 新潟 ３９－Ｃ 佐々木　蓮真 愛産大三河 愛知

２７－Ｄ 森本　崇太郎 栄東 埼玉 ３９－Ｄ 藤井　望 近大附属 大阪

２８－Ａ 宮本　マコト 生浜 千葉 ４０－Ａ 石井　佑哉 駒場東邦 東京

２８－Ｂ 片上　楓也 今治東中等 愛媛 ４０－Ｂ 西山　大貴 星翔 大阪

２８－Ｃ 澁谷　香 鶴岡南 山形 ４０－Ｃ 佐伯　新吾郎 可部 広島

２８－Ｄ 鴻上　寛太 星翔 大阪 ４０－Ｄ 上山　魁 水城 茨城

２９－Ａ 西山　寛人 貴志川 和歌山 ４１－Ａ 根本　亮佑 横浜 神奈川

２９－Ｂ 白石　鷹海 高崎商大附 群馬 ４１－Ｂ 高久　雄吾 浜松北 静岡

２９－Ｃ 加藤　俊輔 東海 愛知 ４１－Ｃ 溝口　裕也 千葉英和 千葉

２９－Ｄ 阿部　晃樹 帯広工業 北海道 ４１－Ｄ 小西　侑希 草津東 滋賀

３０－Ａ 駒形　柊斗 豊岡 埼玉 ４２－Ａ 吉田　千弘 盛岡工業 岩手

３０－Ｂ 松本　渓生 金沢向陽 石川 ４２－Ｂ 松下　天斗 西野田工科 大阪

３０－Ｃ 青島　鉄也 大村工業 長崎 ４２－Ｃ 川瀬　翔也 東海学園 愛知

３０－Ｄ 菊地　唯央 秋田南 秋田 ４２－Ｄ 長田　祐馬 甲府城西 山梨

３１－Ａ 春日　宏太 千葉英和 千葉 ４３－Ａ 佐藤　優成 四日市四郷 三重

３１－Ｂ 遠山　拓弥 田村 福島 ４３－Ｂ 平野　正志 所沢中央 埼玉

３１－Ｃ 松元　亨太 聖光 山口 ４３－Ｃ 松見　翔太 常翔学園 大阪

３１－Ｄ 宮﨑　勇斗 厳木 佐賀 ４３－Ｄ 大坂　歩 青森山田 青森

３２－Ａ 松田　光太郎 駒場東邦 東京 ４４－Ａ 田木　亮成 四日市四郷 三重

３２－Ｂ 平林　真知 近大附属 大阪 ４４－Ｂ 国宇　智太 千葉英和 千葉

３２－Ｃ 松川　智哉 佐伯 広島 ４４－Ｃ 石田　穂高 横浜 神奈川

３２－Ｄ 古谷　渓汰 鹿工 鹿児島 ４４－Ｄ 杉山　ミナト 小倉南 福岡


