
　　　　全国選抜大会　立ち番（男子）

的立 選手名 学年 学校名 県名 的立 選手名 学年 学校名 県名

　１－Ａ 新家　朝陽 2 駒場東邦 東京 １７－Ａ 横山　佳史 2 四日市四郷 三重

　１－Ｂ 松永　豊樹 2 今治東中等 愛媛 １７－Ｂ 大掛　咲八 2 千葉英和 千葉

　１－Ｃ 杉浦　叶汰 2 岡崎東 愛知 １７－Ｃ 川﨑　凌助 2 延岡星雲 宮崎

　２－Ａ 宗像 颯人 2 水城 茨城 １８－Ａ 佐藤　癒右和 2 佐伯 広島

　２－Ｂ 楠　陽登 2 広島工業 広島 １８－Ｂ 浅井　裕貴 2 NIT駒場 東京

　２－Ｃ 吉田　悠人 2 奈良学園 奈良 １８－Ｃ 有松　大空 1 白河実業 福島

　３－Ａ 中本　夏綺 2 聖光 山口 １９－Ａ 飯島　良介 2 高崎商大附 群馬

　３－Ｂ 餅田　龍斗 1 西野田工科 大阪 １９－Ｂ 河﨑　洸輝 2 金沢向陽 石川

　３－Ｃ 柴田　貫嗣 2 四日市四郷 三重 １９－Ｃ 中山　輝 2 出雲工業 島根

　４－Ａ 寒川　裕介 2 高松東 香川 ２０－Ａ 齋藤　夢路 2 鶴岡工業 山形

　４－Ｂ 髙橋　優駿 2 青森山田 青森 ２０－Ｂ 佐藤　友哉 2 甲府第一 山梨

　４－Ｃ ２０－Ｃ 鳩宿　飛優 2 鹿児島工業 鹿児島

　５－Ａ 藤田　大輝 2 所沢中央 埼玉 ２１－Ａ 中本　湧大 1 アレセイア 神奈川

　５－Ｂ 仁井　直人 2 可部 広島 ２１－Ｂ 竹畑　胤希 2 和歌山 和歌山

　５－Ｃ 櫻井　凌翔 2 鯖江 福井 ２１－Ｃ 上原　颯起 1 上田西 長野

　６－Ａ 中島　大 1 桐蔭学園中等 神奈川 ２２－Ａ 太田　雄己 2 駒場東邦 東京

　６－Ｂ 横山　真稜 2 道守 福井 ２２－Ｂ 中川　耕佑 2 西野田工科 大阪

　６－Ｃ 大坪　翔馬 2 盛岡工業 岩手 ２２－Ｃ 松野　智一 2 浜松商業 静岡

　７－Ａ 前田　一樹 1 倉吉農業 鳥取 ２３－Ａ 稲岡　慶人 1 甲南 兵庫

　７－Ｂ 影山　優 2 檮原 高知 ２３－Ｂ 野嵜　子龍 2 都立東 東京

　７－Ｃ 鈴木　敦也 2 千葉英和 千葉 ２３－Ｃ 佐々木　健太 2 賀茂 広島

　８－Ａ 佐田　基馬 2 備前緑陽 岡山 ２４－Ａ 高橋　蒼平 1 近大附属 大阪

　８－Ｂ 山本　蒼真 2 大津商業 滋賀 ２４－Ｂ 加藤　類 2 南山高男子部 愛知

　８－Ｃ 佐々木　優太 1 秋田南 秋田 ２４－Ｃ 山川　観影 2 所沢中央 埼玉

　９－Ａ 斉藤　史弥 2 大垣西 岐阜 ２５－Ａ 樋口　陽一 1 高松西 香川

　９－Ｂ 村田　瑛俊 2 横須賀総合 神奈川 ２５－Ｂ 瀬川　凜 2 東海大相模 神奈川

　９－Ｃ 吉口　朔矢 2 帯広工業 北海道 ２５－Ｃ 北村　航汰 2 東陵 宮城

１０－Ａ 奥西　弘成 1 奈良学園 奈良 ２６－Ａ 森　慈英 2 横浜 神奈川

１０－Ｂ 川嶋　涼矢 2 浜松湖東 静岡 ２６－Ｂ 徳本　拓人 2 魚津工業 富山

１０－Ｃ 渡辺　颯真 1 栄東 埼玉 ２６－Ｃ 伊藤　遼威 2 佐伯 広島

１１－Ａ 伊藤　大智 2 東海 愛知 ２７－Ａ 寺井　優輝 2 千葉英和 千葉

１１－Ｂ 平田　凌也 2 神島 和歌山 ２７－Ｂ 髙見　大河 2 浜松湖東 静岡

１１－Ｃ 今田　天翔 2 横浜緑ケ丘 神奈川 ２７－Ｃ 知念　拓人 1 宜野湾 沖縄

１２－Ａ ２８－Ａ 工藤 智也 2 大分東明 大分

１２－Ｂ 奥村　礼矢 2 星槎国際湘南 神奈川 ２８－Ｂ 土橋　亮太 2 東海大相模 神奈川

１２－Ｃ 髙田　龍照 2 近大附属 大阪 ２８－Ｃ 加守田　亮太 2 岸和田産業 大阪

１３－Ａ 坂口　勝飛 2 東海大星翔 熊本 ２９－Ａ 木村　優斗 2 柏陵 福岡

１３－Ｂ 川村　愛斗 1 四日市四郷 三重 ２９－Ｂ 吉田　健人 1 駒場東邦 東京

１３－Ｃ 齊藤　玖哉 2 近大附属 大阪 ２９－Ｃ 村岡　優大 2 聖光 山口

１４－Ａ 細谷　和真 2 千葉英和 千葉 ３０－Ａ 川上　颯大 1 烏山 栃木

１４－Ｂ 佐々木　篤宏 2 関西大倉 大阪 ３０－Ｂ 田川　直 2 大村工業 長崎

１４－Ｃ 木塚　陸人 2 高志館 佐賀 ３０－Ｃ 越後　晴仁 2 府立工業 京都

１５－Ａ 伊藤　豪琉 2 高山西 岐阜 ３１－Ａ 加藤　方円 2 長岡工業 新潟

１５－Ｂ 野田 慶一郎 1 成立学園 東京 ３１－Ｂ 澤井　輝斗 1 甲南 兵庫

１５－Ｃ 石田　篤志 1 甲南 兵庫 ３１－Ｃ 長嶋　啓介 2 東京学館船橋 千葉

１６－Ａ 大石　真心 1 佐伯 広島 ３２－Ａ 白戸　仁弥 1 八戸工大一高 青森

１６－Ｂ 杉山　獅晄 2 岸和田産業 大阪 ３２－Ｂ 二瓶　来飛 2 豊岡 埼玉

１６－Ｃ 外松　慶斗 2 駒場東邦 東京 ３２－Ｃ 糀　いさみ 2 徳島科技 徳島


