
Ｎｏ 都道府県 学校名 選手名 資格 学年 得点 順位
1 愛媛県 松山聖陵 川本　喜輝 初段 3年
2 山形県 天童 近藤　龍之介 二段 3年
3 長崎県 佐世保高専 渡邉　元輝 二段 3年
4 千葉県 横芝敬愛 伊藤　優太 初段 3年
5 高知県 高知工業 國本　広大 ２級 2年
6 宮城県 東北学院 櫻井　君年 二段 1年
7 熊本県 大津 宇田　佑希 初段 3年
8 兵庫県 尼崎稲園 杉浦　壮思 二段 3年
9 北海道 札幌北陵 吉田　創 初段 3年
10 静岡県 聖隷クリストファー 袴田　真奈渡 二段 1年
11 埼玉県 城北埼玉 江藤　主馬 初段 1年
12 石川県 七尾 階戸　悠介 初段 2年
13 奈良県 一条 西出　風太 初段 3年
14 岡山県 倉敷翠松 田口　翔海 三段 3年
15 鹿児島県 出水商業 吉田　誠 二段 2年
16 愛知県 西陵 若原　健太 二段 2年
17 沖縄県 開邦 隅田　大勇 二段 2年
18 群馬県 渋川工業 小田切　勇吾 二段 2年
19 島根県 松江北 門脇　大倫 二段 1年
20 青森県 五所川原工業 葛西　優斗 二段 3年
21 香川県 禅林 松本　輝 二段 3年
22 福井県 福井高専 今澤　太喜 ６級 3年
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23 奈良県 西和清陵 高牟礼　力也 二段 3年
24 島根県 松江東 藤原　悠也 二段 3年
25 愛知県 春日丘 加藤　奎斗 ３級 2年
26 高知県 高知農業 酒井　崇史 初段 3年
27 秋田県 秋田中央 佐藤　颯人 二段 2年
28 宮城県 東北学院 鈴木　悠航 二段 2年
29 千葉県 桜林 堀越　海大 初段 3年
30 山形県 酒田光陵 髙橋　響 ５級 2年
31 香川県 坂出工業 出井　達也 初段 1年
32 長崎県 諫早農業 栗林　廉 二段 2年
33 愛媛県 北宇和 渡邊　貴大 三段 3年
34 鹿児島県 伊集院 弓削　勇人 初段 3年
35 石川県 羽咋 畑山　潤介 二段 2年
36 青森県 五所川原第一 台丸谷　光輝 初段 3年
37 兵庫県 報徳学園 合田　仁一郎 二段 2年
38 岡山県 岡山工業 在間　拓斗 初段 3年
39 熊本県 大津 髙田　晋之介 初段 3年
40 埼玉県 川越東 栗原　有吾 初段 3年
41 静岡県 聖隷クリストファー 下田代　輝紀 二段 2年
42 北海道 富良野 青木　賢祥 三段 3年
43 福井県 武生 佐々木　湧仁 １級 1年
44 群馬県 桐生 五嶋　凌大 初段 3年
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45 福岡県 久留米学園 藤崎　勇汰 二段 3年
46 栃木県 宇都宮工業 根岸　慶 １級 3年
47 徳島県 穴吹 篠原　匠 二段 3年
48 新潟県 新津南 小玉　慎 二段 3年
49 茨城県 土浦湖北 榎本　晃也 二段 3年
50 長野県 東海大諏訪 飯島　凌 三段 3年
51 大阪府 大阪産業大学附属 瀧井　凜太郎 二段 3年
52 神奈川県 湘南 金子　佑哉 二段 1年
53 岩手県 盛岡中央 大久保　来翼 初段 1年
54 京都府 龍谷大学付属平安 松宮　奨 二段 3年
55 富山県 入善 石田　冬威 二段 3年
56 和歌山県 神島 尾崎　奨馬 初段 2年
57 山口県 萩商工 阿曽沼　敏康 三段 3年
58 佐賀県 白石 滝　篤樹 初段 3年
59 宮城県 仙台第一 榊　剛士郎 三段 3年
60 大分県 昭和学園 角田　光優 二段 2年
61 山梨県 東海大甲府 菅沼　武起 初段 2年
62 三重県 朝明 坂本　大希 二段 3年
63 東京都 清瀬 北井　康佑 初段 3年
64 岐阜県 大垣北 松原　佑介 初段 2年
65 広島県 広島城北 浴　晴野 二段 3年
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66 岐阜県 加茂農林 小池　克典 二段 3年
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66 岐阜県 加茂農林 小池　克典 二段 3年
67 京都府 一燈園 牧野　佑紀 三段 3年
68 福岡県 博多工業 岩男　雄大 二段 3年
69 三重県 上野 田中　寿弥 二段 2年
70 東京都 錦城学園 上吉　元 二段 3年
71 佐賀県 北陵 福島　隆太 二段 2年
72 大阪府 都島工業 諏訪　龍之介 初段 3年
73 茨城県 土浦第二 池田　章太朗 ２級 2年
74 鳥取県 米子西 西村　勇哉 二段 2年
75 山口県 萩商工 山元　隆史 初段 3年
76 宮崎県 都城工業 村社　光翼 二段 1年
77 富山県 富山商業 髙島　更智 二段 3年
78 新潟県 新潟南 小島　和寿 二段 3年
79 栃木県 作新学院 川又　我聞 初段 3年
80 広島県 市立福山 松﨑　友哉 初段 3年
81 岩手県 江南義塾 松本　裕貴 初段 2年
82 徳島県 つるぎ 新居　総一郎 初段 3年
83 神奈川県 有馬 林　昇吾 三段 3年
84 和歌山県 田辺 鈴木　雄介 初段 3年
85 宮城県 東北 大原　郁弥 三段 3年
86 長野県 赤穂 伊藤　蒼一郎 二段 2年
87 大分県 玖珠美山 穴井　達大 二段 1年


