
番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 神奈川 小栗　駿平

2 関東 神奈川 小笠原　悠人

3 関東 千葉 渡部　拳成

4 関東 東京 志村　蓮音

5 北海道 北海道 杉本　登紀

6 北海道 北海道 菊川　陽向

7 北海道 北海道 内田　帆高

8 北海道 北海道 岡田　二樹

9 東北 宮城 鈴木　應可

10 東北 宮城 小幡　愛桜

11 東北 宮城 伊藤　嘉一

12 東北 宮城 須知　柚稀

13 北信越 福井 宇野　太一

14 北信越 石川 安田　怜以

15 北信越 石川 黒崎　源太

16 北信越 長野 黒岩　昇矢

17 近畿 兵庫 丑田　一翔

18 近畿 大阪 永冶　颯執

19 近畿 奈良 櫨　新太

20 近畿 大阪 三宅　陽

21 東海 三重 濱口 丈

22 東海 静岡 浜口　亘

23 東海 愛知 奧　陽斗

24 東海 岐阜 堀　祐誠

25 中国 広島 福島　瑛智

26 中国 岡山 中谷　東之進

27 中国 山口 福永　大悟

28 中国 鳥取 須田　一冴

29 四国 高知 古用　健眞

30 四国 愛媛 菅　慶人

31 四国 香川 曽根　伯斗

32 九州 熊本 橋本　蓮人

33 九州 沖縄 平田　和真

34 九州 福岡 東條　泰介

35 九州 鹿児島 阿部　亮汰

36

１年男子形



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 神奈川 中村　駿吾

2 関東 山梨県 井上　桜太

3 関東 千葉県 松下　真明

4 関東 山梨県 後藤　怜央斗

5 北海道 北海道 上杉　知也

6 北海道 北海道 松井　春磨

7 北海道 北海道 山北　章仁

8 北海道 北海道 田邉　翔

9 東北 宮城 関　悠眞

10 東北 宮城 鈴木　皓大

11 東北 福島 福森　旬

12 東北 宮城 井桁　惟陽

13 北信越 新潟 久保田　晴翔

14 北信越 長野 田中　達哉

15 北信越 長野 佐々木　禅

16 近畿 大阪 大東　壮史

17 近畿 大阪 髙田　宗汰　

18 近畿 兵庫 原田　喜市

19 近畿 兵庫 樋口　然

20 東海 三重 伊藤 展梧

21 東海 静岡 向山　蓮

22 東海 愛知 久田　顚馬

23 東海 岐阜 竹中  維吹

24 中国 広島 須田　晴喜

25 中国 岡山 原田　章太郎

26 中国 山口 山田　征侍

27 中国 鳥取 竹谷　風吹

28 四国 徳島 岡田　惺己

29 四国 高知 蒲原　虎之助

30 四国 愛媛 公門　稚雲

31 四国 香川 郡　康介

32 九州 大分 末吉　琉恩

33 九州 熊本 白﨑　倖太

34 九州 福岡 吉留　幸

35 九州 沖縄 屋比久　和奇

36

２年男子形



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 栃木 早乙女　泰良

2 関東 東京 小林　蒼昊

3 関東 神奈川 三輪　柑太

4 関東 神奈川 大橋　暁人

5 北海道 北海道 森　柊仁

6 北海道 北海道 岩沢　匡哩

7 北海道 北海道 稲岡　禅

8 北海道 北海道 藤井　日希出

9 東北 岩手 川崎　煌聖

10 東北 宮城 尾形　陽羽

11 東北 宮城 生出　亮太

12 東北 宮城 𠮷田　遼祐

13 北信越 富山 田中　稜馬

14 北信越 新潟 齋藤　稜太

15 北信越 石川 中川　凱瑛

16 北信越 長野 大方　悠之伸

17 近畿 京都 勝嶋　亮太

18 近畿 兵庫 森脇　大惺

19 近畿 京都 中田　理一

20 近畿 奈良 池内　愛朗

21 東海 三重 山本　晃誠

22 東海 静岡 飯田　世成

23 東海 愛知 大屋　悠惺

24 東海 岐阜 磯貝　英介

25 中国 広島 島谷　朋弥

26 中国 岡山 村上　誠

27 中国 山口 中野　煌大

28 中国 鳥取 楮原　要

29 四国 徳島 東條　将祐

30 四国 高知 片山　輝将

31 四国 香川 藤本　康正

32 九州 熊本 江頭　禾惟

33 九州 福岡 山根　王輝

34 九州 佐賀 嶋本　琉歩

35 九州 福岡 奥平　結太

36

３年男子形



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 神奈川 金子　祐大

2 関東 栃木県 中野　蒼都

3 関東 千葉県 田口　考宇

4 関東 神奈川 山田　光晟

5 北海道 北海道 北川　流輝

6 北海道 北海道 佐々木　草太

7 北海道 北海道 池田　朔

8 北海道 北海道 大浦　龍之進

9 東北 青森 三上　輝人

10 東北 宮城 大内　晴陽

11 東北 福島 和合　風鷹

12 東北 宮城 鈴木　怜大

13 北信越 新潟 佐々木　尊

14 北信越 新潟 古川　來依

15 北信越 長野 横澤　光星

16 北信越 長野 山田　鉄生

17 近畿 兵庫 濱澤　慧哉

18 近畿 京都 西園　啓矢

19 近畿 兵庫 宮崎　恭伍

20 近畿 和歌 中西　碧

21 東海 三重 山中　琉生

22 東海 静岡 山本　龍親

23 東海 愛知 和田　侑真

24 東海 岐阜 小畑　龍伸

25 中国 広島 山本　涼雅

26 中国 岡山 杉木　蘭徠

27 中国 鳥取 永禮　碧紋

28 中国 島根 藤本　流椰

29 四国 徳島 泉　友厚

30 四国 高知 半谷　来緒

31 四国 愛媛 森　太陽

32 四国 香川 熊野　結陽

33 九州 大分 日名子　柊也

34 九州 沖縄 比嘉　琉之介

35 九州 沖縄 永山　陽向

36 九州 沖縄 永山　瑛太

４年男子形



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 神奈川 飯田　演斗

2 関東 神奈川 奥田　爽太

3 関東 群馬 福田　龍之介

4 関東 東京 清水　佑都

5 北海道 北海道 秦野　隼

6 北海道 北海道 石崎　虎太郎

7 北海道 北海道 高野　翔暉

8 北海道 北海道 熊谷　琉希

9 東北 宮城 厂原　永暖

10 東北 宮城 小野　純希

11 東北 宮城 佐久間　悠太

12 東北 秋田 石井　健介

13 北信越 石川 中川　彪梧

14 北信越 長野 田中　大峨

15 北信越 長野 石川　征吾

16 近畿 大阪 堀　快士

17 近畿 大阪 橋本　幸空

18 近畿 兵庫 中谷　慶良

19 近畿 滋賀 小森　北斗

20 東海 三重 鳥巣　絢心

21 東海 静岡 三井　詠一朗

22 東海 愛知 二宮　佑斗

23 東海 岐阜 浅井　健琉

24 中国 広島 三原　康椰

25 中国 岡山 梁　一惺

26 中国 山口 大石　瑛太

27 中国 鳥取 池添　夢

28 四国 徳島 中川　雄貴

29 四国 高知 伊藤　龍真

30 四国 愛媛 長野　輝龍

31 四国 香川 河野　匠吾

32 九州 長崎 中里　淳之介

33 九州 福岡 富永　悠大

34 九州 沖縄 島袋　琉心

35 九州 沖縄 井上　凛太郎

36

５年男子形



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 千葉 内山　朝陽

2 関東 埼玉 石川　皇輝

3 関東 東京 蟹江　佑樹

4 関東 東京 磯邉　　颯

5 北海道 北海道 辻　隼人

6 北海道 北海道 山下　仁來

7 北海道 北海道 下山　率

8 北海道 北海道 千葉　恒太

9 東北 宮城 阿部　元寿

10 東北 宮城 圡屋　遼人

11 東北 宮城 津藤　吏宙久

12 東北 秋田 泉田　大河

13 北信越 富山 高尾　真叶

14 北信越 新潟 片山　明星

15 北信越 新潟 佐々木　迅

16 北信越 新潟 上杉　獅恩

17 近畿 大阪 桑波田　世那

18 近畿 大阪 中西　悠太

19 近畿 京都 岩井　斗希

20 近畿 大阪 清水　陸玖

21 東海 三重 東海　裕樹

22 東海 静岡 伊藤　泰暉

23 東海 愛知 関山　陽人

24 東海 岐阜 向井　煌之典

25 中国 広島 角江　陸空

26 中国 岡山 原田　空來

27 中国 山口 山村　宗史

28 中国 島根 中野　祥太郎

29 四国 徳島 岡田　結仁

30 四国 高知 中島　丹

31 四国 愛媛 松矢　清志郎

32 四国 香川 光家　潤

33 九州 福岡 迎　奏甫

34 九州 福岡 新川　翔太

35 九州 沖縄 神谷　晃汰

36 九州 福岡 大塚　史遠

６年男子形


