
Ｎｏ 都道府県 学校名 選手名 資格 学年 得点 順位
1 岐阜県 大垣南 志知　大 二段 3年
2 静岡県 科学技術 岩田　大和 三段 3年
3 愛媛県 済美 濱口　和太 二段 3年
4 宮崎県 都城工業 徳留　壮一郎 初段 3年
5 群馬県 桐生 村田　友輝 ３級 2年
6 山形県 天童 近藤　龍之介 初段 2年
7 秋田県 秋田中央 佐藤　颯人 二段 1年
8 徳島県 つるぎ 藤本　有希 二段 3年
9 福岡県 浮羽工業 熊本　拓真 初段 1年
10 新潟県 新潟第一 渋谷　錬 二段 3年
11 鹿児島県 鹿児島 新美　開士 初段 3年
12 奈良県 市立一条 西出　風太 ３級 2年
13 北海道 富良野 青木　賢祥 二段 2年
14 山口県 萩商工 山本　隆史 ２級 2年
15 千葉県 志学館 友田　陽太 初段 3年
16 石川県 金沢 三久　慎二 三段 3年
17 和歌山県 粉河 向井　心 二段 1年
18 富山県 高岡向陵 島　志穏 ３級 2年
19 岡山県 関西 植松　弘貴 初段 3年
20 埼玉県 川越東 梶山　和人 初段 3年
21 佐賀県 有田工業 山下　翔平 二段 3年

Ｎｏ 都道府県 学校名 選手名 資格 学年 得点 順位

1 佐賀県 北陵 福島　隆太 二段 1年
2 群馬県 四ツ葉 熊木　零仁 二段 3年
3 新潟県 三条東 佐藤　智樹 初段 3年
4 大分県 昭和学園 角田　光優 初段 1年
5 秋田県 明桜 土田　元征 二段 3年
6 山形県 日大山形 大谷部　宏樹 初段 3年
7 岐阜県 加茂農林 小池　克典 二段 2年
8 徳島県 徳島北 田邉　銀平 二段 3年
9 静岡県 聖隷 川口　貴成 初段 3年
10 和歌山県 神島 林　光星 初段 3年
11 福岡県 久留米学園 藤崎　勇汰 初段 2年
12 埼玉県 川越東 栗原　有吾 ２級 2年
13 香川県 坂出 成行　勇弥 三段 3年
14 宮崎県 都城工業 多田　翔一郎 三段 3年
15 岡山県 総社南 秋山　晋一郎 二段 3年
16 石川県 羽咋 畑山　潤介 二段 1年
17 千葉県 桜林 小森　丈司 二段 2年
18 山口県 萩商工 阿曽沼　敏康 三段 2年
19 奈良県 西和清陵 高牟礼　力也 二段 2年
20 富山県 富山商業 髙島　更智 二段 2年
21 北海道 札幌英藍 佐藤　朝日 二段 3年
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1 宮城県 東北 大原　郁弥 二段 2年
2 茨城県 土浦湖北 榎本　晃也 初段 2年
3 熊本県 文徳 三宅　淳 初段 2年
4 青森県 十和田工業 大沢　良太 初段 3年
5 長崎県 諫早農業 栗林　廉 二段 1年
6 長野県 赤穂 伊藤　蒼一郎 二段 1年
7 栃木県 栃木農業 富山　大生 二段 3年
8 神奈川県 桐蔭学園中等 稲垣　誠吾 三段 3年
9 愛知県 西陵 若原　健太 二段 1年
10 岡山県 倉敷翠松 田口　翔海 二段 2年
11 兵庫県 相生産業 松井　拓也 二段 2年
12 高知県 安芸 前田　真吾 初段 3年
13 三重県 朝明 坂本　大希 二段 2年
14 島根県 松江東 藤原　悠也 二段 2年
15 福井県 奥越明成 稲田　祥 ２級 3年
16 沖縄県 開邦 隅田　大勇 二段 1年
17 大阪府 大阪 吉武　真生 ６級 2年
18 東京都 城北 廣島　遼明 初段 2年
19 香川県 禅林学園 松本　輝 初段 2年
20 広島県 広島城北 粟根　辰吉 初段 1年
21 京都府 京都教育大附属 今井　智仁 三段 3年
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1 栃木県 作新学院 阿部　豊己 初段 3年
2 愛知県 同朋 磯谷　光希 初段 2年
3 熊本県 マリスト学園 本田　大貴 二段 2年
4 長崎県 佐世保工業 坂口　竜一 ２級 2年
5 三重県 鳥羽商船高専 清水　大椰 二段 1年
6 兵庫県 篠山産業 森本　太一 ３級 3年
7 愛媛県 北宇和 渡邊　貴大 二段 2年
8 長野県 赤穂 西出　伊織 二段 3年
9 高知県 高知工業 中脇　大晴 二段 2年
10 神奈川県 有馬 田村　大輔 初段 3年
11 茨城県 土浦第二 佐近　隆介 二段 3年
12 宮城県 仙台第一 榊　剛士郎 二段 2年
13 青森県 五所川原工業 葛西　優斗 初段 2年
14 鹿児島県 出水商業 吉田　誠 初段 1年
15 大分県 宇佐 辻　颯太 初段 3年
16 大阪府 大阪 越智　祐弥 二段 2年
17 東京都 清瀬 石田　光 初段 3年
18 岡山県 岡山工業 松岡　要 ２級 3年
19 京都府 鳥羽 小林　明史 二段 3年
20 広島県 広陵 柚木　天晴 二段 3年
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