
田島 範人 千葉 哲也
番号 身長 所属 番号 身長 所属

高橋 憂至 ⑩ 184 駒澤大学附属苫小牧高等学校 奥山 崇志 ④ 160 青森県立八戸工業高等学校
折戸 洸 5 192 駒沢大学附属苫小牧高等学校 鈴木 亮也 5 169 青森県立八戸工業高等学校
川村 太一 6 182 駒澤大学附属苫小牧高等学校 磯谷 公哉 6 170 八戸工業大学第一高等学校
大岸 智哉 4 168 駒澤大学附属苫小牧高等学校 鳴海 亮太 7 178 青森県立八戸工業高等学校
小辻 勇輝 8 184 駒澤大学附属苫小牧高等学校 齊藤 優弥 8 182 青森県立弘前実業高等学校
清水 智貴 12 170 駒澤大学附属苫小牧高等学校 中野渡 紘己 9 182 八戸工業大学第一高等学校
田村 拓也 13 175 駒澤大学附属苫小牧高等学校 太田 昂希 10 180 八戸工業大学第一高等学校
山田 友哉 14 194 駒澤大学附属苫小牧高等学校 橋本 龍弥 11 176 青森県立八戸工業高等学校
内田 旦人 7 168 東海大学付属第四高等学校 大山 アレックス 12 186 青森県立八戸工業高等学校
白旗 優一 11 187 東海大学付属第四高等学校 下山 尚也 13 186 青森県立八戸工業高等学校
大内 誠 9 179 東海大学付属第四高等学校 豊川 裕太 14 191 青森県立八戸工業高等学校

室岡 茂彰 阿部 昭宏
番号 身長 所属 番号 身長 所属

杉内 瑛 ④ 173 盛岡市立高等学校 増子 優騎 4 172 明成高等学校
菊池 直生 5 187 岩手県立黒沢尻工業高等学校 大場 祐雅 ⑤ 175 聖和学園高等学校
今野 大貴 6 180 岩手県立盛岡南高等学校 佐藤 善亮 6 185 聖和学園高等学校
柳澤 竣 7 167 岩手県立盛岡南高等学校 布田 孔明 7 183 聖和学園高等学校
山崎 格之 8 185 盛岡市立高等学校 今野 雄太 8 175 聖和学園高等学校
大西 諄紀 9 197 盛岡市立高等学校 金田 直紘 9 177 東北生活文化大学高等学校
岩井 勇人 10 172 盛岡市立高等学校 針生 信洋 10 188 聖和学園高等学校
千葉 高生 11 182 盛岡市立高等学校 佐藤 颯哉 11 168 東北生活文化大学高等学校
沼倉 壮輝 12 187 岩手県立一関第一高等学校 齋藤 琢 12 180 聖和学園高等学校
平賀 一輝 13 177 盛岡市立高等学校 前田 怜緒 13 185 東北高等学校
澁田 怜音 14 168 岩手県立盛岡南高等学校 後藤 拓人 14 187 仙台城南高等学校

３．岩手県 ４．宮城県
監　督 監　督

選　手　名 選　手　名

1．北海道 2.青森県
監　督 監　督

選　手　名 選　手　名

（苔・白） （緑・白）



佐々木 信吾 細谷 尚寿
番号 身長 所属 番号 身長 所属

長谷川 暢 ④ 174 県立能代工業高等学校 大戸 克俊 ④ 173 山形県立山形南高等学校
荒木 直 5 198 県立能代工業高等学校 會田 遼太 5 182 山形県立山形中央高等学校
中村 碧杜 6 197 県立能代工業高等学校 髙橋 丈一郎 6 190 山形県立山形中央高等学校
伊藤 秀太 7 170 県立平成高等学校 前田 悟 8 190 山形県立山形南高等学校
盛實 海翔 8 183 県立能代工業高等学校 熊澤 圭祐 7 188 山形県立山形中央高等学校
小室 望海 9 180 県立能代工業高等学校 髙橋 史弥 9 190 米沢中央高等学校
斉藤 大輔 10 187 県立能代工業高等学校 工藤 直人 10 177 山形県立山形中央高等学校

金久保 翔 11 189 県立能代工業高等学校 仁藤 洸太 11 198 山形県立山形南高等学校
畑澤 大地 12 170 県立平成高等学校 尾形 祐甫 12 183 山形県立山形南高等学校
鈴木 尚輝 13 170 県立平成高等学校 三浦 望 13 178 山形県立山形南高等学校
河村 航亮 14 186 県立秋田西高等学校 岸 隼杜 14 186 日大山形高等学校

川﨑 秀典
番号 身長 所属 番号 身長 所属

熊田 匠 ④ 175 福島県立清陵情報高等学校 本村 亮輔 ④ 185 土浦日本大学高等学校
石井 和弦 5 177 福島県立福島商業高等学校 青木 裕哉 5 178 つくば秀英高等学校

佐久間 直登 6 189 日本大学東北高等学校 軍司 泰人 6 192 土浦日本大学高等学校
大塚 恭平 7 190 福島県立福島商業高等学校 野口 勇樹 7 185 土浦日本大学高等学校
佐伯 友也 8 176 福島県立福島商業高等学校 松脇 圭志 8 184 土浦日本大学高等学校
関根 拓斗 9 175 福島県立清陵情報高等学校 山﨑 純 9 178 土浦日本大学高等学校
鈴木 睦己 10 182 福島県立福島商業高等学校 杉本 天昇 10 184 土浦日本大学高等学校
山口 貴大 11 178 福島県立若松商業高等学校 黒田 将弘 11 183 茨城県立取手第二高等学校
遠藤 嘉人 12 170 福島東稜高等学校 菅原 暉 12 175 土浦日本大学高等学校
安藤 航 13 183 福島東稜高等学校 松本 紘希 13 191 常磐大学高等学校
朽木 叶 14 190 福島東稜高等学校 平岩 玄 14 198 土浦日本大学高等学校

選　手　名 選　手　名

（エンジ・白） （青・白）

７．福島県 ８．茨城県

５．秋田県 ６．山形県
監　督 監　督

監　督 二文字屋哲 監　督
選　手　名 選　手　名

（青・白） （青・白）



千村 隆 渡辺 英輔
番号 身長 所属 番号 身長 所属

松下 浩之 ④ 183 文星芸術大学附属高等学校 石橋 倖祐 ④ 163 桐生第一高等学校
小川 隼斗 5 171 文星芸術大学附属高等学校 五十嵐 蒼 5 175 桐生第一高等学校
鈴木 優一 6 186 文星芸術大学附属高等学校 小川 綾介 6 181 桐生第一高等学校
坂倉 俊太 7 183 県立小山高等学校 今里 遼太 7 182 桐生第一高等学校
野村 尚紀 8 179 作新学院高等学校 福島 瑠也 8 176 桐生第一高等学校
山﨑 隼 9 176 作新学院高等学校 斉藤 雅彦 9 187 群馬県立高崎高等学校
狐塚 大介 10 185 県立宇都宮工業高等学校 小林 知矢 10 182 群馬県立前橋商業高等学校
種里 英男 11 180 文星芸術大学附属高等学校 荒木 公士 11 164 群馬県立前橋商業高等学校
鈴木 翔太 12 177 県立宇都宮工業高等学校 土田 直輝 12 182 群馬県立前橋商業高等学校
小林 大地 13 174 県立宇都宮工業高等学校 田中 佑哉 13 172 桐生第一高等学校
ロンゴ ダニエル 14 188 県立宇都宮工業高等学校 荒木 友弘 14 180 群馬県立高崎商業高等学校

大久保 英人
番号 身長 所属 番号 身長 所属

波多 智也 ④ 188 正智深谷高等学校 戸田 貫太 ④ 184 船橋市立船橋高等学校
奥住 将人 5 180 正智深谷高等学校 杉田 涼 5 189 船橋市立船橋高等学校
斎藤 弥羅 6 189 正智深谷高等学校 平良 彰吾 6 170 船橋市立船橋高等学校
村上 飛雄馬 7 177 正智深谷高等学校 青木 太一 7 186 船橋市立船橋高等学校
田村 敦哉 8 183 昌平高等学校 岡野 直樹 8 184 船橋市立船橋高等学校
御嶽 祐之介 9 180 昌平高等学校 川島 翔吾 9 199 船橋市立船橋高等学校
八木 翼 10 195 昌平高等学校 川上 海斗 10 178 船橋市立船橋高等学校
足立 義輝 11 177 県立川口北高等学校 鶴巻 啓太 11 186 千葉県立幕張総合高等学校
高橋 颯人 12 189 埼玉栄高等学校 井口 仁 12 178 千葉県立幕張総合高等学校
竹内 悠貴 13 195 西武学園文理高等学校 林 祐太郎 13 180 千葉県立幕張総合高等学校

五十嵐 正也 14 179 さいたま市立大宮北高等学校 工藤 卓哉 14 185 八千代松陰高等学校

９．栃木県 １０．群馬県
監　督 監　督

選　手　名 選　手　名

選　手　名 選　手　名

（青・白） （青・白）

（水色・白） （青・白）

１１．埼玉県 １２．千葉県
監　督 監　督 稲野辺聡



成田 英二 高橋 正幸
番号 身長 所属 番号 身長 所属

伊藤 駿 ④ 175 八王子学園八王子高等学校 望月 大地 9 181 県立厚木東高等学校
山口 裕朗 5 180 足立学園高等学校 戸田 晃輔 7 183 県立湘南高等学校
塚田 涼斗 6 172 足立学園高等学校 塚本 雄貴 ④ 177 アレセイア湘南高等学校
玉城 啓太 7 175 京北高等学校 中川 洸弥 5 175 法政大学第二高等学校
吉田 勇斗 8 190 京北高等学校 佐久間 澪 6 180 東海大付属相模高等学校
新屋 広晃 9 183 八王子学園八王子高等学校 小野 玲音 8 175 法政大学第二高等学校
多田 武史 10 183 八王子学園八王子高等学校 ナナー ダニエル弾 10 196 横須賀学院高等学校

ウィタカ ケンタ 11 201 國學院大學久我山高等学校 都澤 健斗 11 180 東海大学付属相模高等学校
胡 胤耀 12 200 成立学園高等学校 須藤 昂矢 12 185 桐光学園高等学校

根本 拓真 13 175 八王子学園八王子高等学校 新田 嵐 13 171 桐光学園高等学校
テーブス 海 14 185 京北高等学校 ABU PHILIP 14 196 アレセイア湘南高等学校

古田 厚司 中屋 廣昭
番号 身長 所属 番号 身長 所属

北原 旬稀 ④ 175 日本航空高等学校 田中 功平 ④ 175 新潟県立新潟商業高等学校
浅見 玲雄 5 180 日本航空高等学校 原 健太朗 5 180 新潟県立新潟商業高等学校
佐野 勇太 6 166 山梨県立甲府西高等学校 高橋 悠樹 6 182 帝京長岡高等学校
種田 源紀 7 183 山梨県立甲府西高等学校 広井 夢輝 7 184 帝京長岡高等学校
神戸 孝仁 8 180 山梨県立甲府西高等学校 渡辺 大我 8 207 新潟県立新潟商業高等学校
倉田 大地 9 172 東海大学付属甲府高等学校 高橋 浩平 9 198 新潟県立十日町高等学校
岩下 靖男 10 188 山梨県立市川高等学校 10 200 帝京長岡高等学校
入倉 智也 11 181 山梨県立甲府昭和高等学校 五十嵐 泰心 11 190 新潟県立新潟商業高等学校

佐々木 蓮 12 177 日本航空高等学校 杉谷 礼智 12 181 新潟県立十日町高等学校
ハントゥール バトツェレン 13 196 日本航空高等学校 澤井 大輝 13 175 新潟県立新潟商業高等学校
種田 馨 14 190 山梨県立甲府西高等学校 高橋 陸 14 167 帝京長岡高等学校

１３．東京都 １４．神奈川県

１５．山梨県 １６．新潟県
監　督 監　督

選　手　名 選　手　名

監　督 監　督
選　手　名 選　手　名

（紫・白） （青・白）

刘 子澍

（エンジ・白） （赤・白）



入野 貴幸 松井 昭博
番号 身長 所属 番号 身長 所属

山梨 歩 ④ 173 東海大学付属第三高校 大石 雄輝 ④ 175 富山商業高等学校
鶴田 美勇士 5 196 東海大学付属第三高校 林 幹太 5 185 富山南高等学校
中津 宏哉 6 175 東海大学付属第三高校 金田 孝拓 6 185 高岡工芸高等学校
髙間 龍之介 7 185 東海大学付属第三高校 金森 晃平 7 178 高岡商業高等学校
瀧澤 賢志 8 170 東海大学付属第三高校 廣濱 壯幸 8 181 富山商業高等学校
笹倉 怜寿 9 183 東海大学付属第三高校 竹部 瞭太 9 178 高岡工芸高等学校
石井 聖大 10 189 東海大学付属第三高校 稲浪 竜成 10 173 高岡第一高等学校
髙橋 亮 11 176 東海大学付属第三高校 畑 知輝 11 170 富山商業高等学校
林 瑛司 12 186 東海大学付属第三高校 高橋 龍弥 12 175 富山商業高等学校

松本 陵雅 13 186 長野市立長野高校 新森 達弥 13 187 高岡第一高等学校
須崎 虎太郎 14 192 東海大学付属第三高校 西頭 飛翔 14 177 富山商業高等学校

黒坂 昭弘 久井 茂稔
番号 身長 所属 番号 身長 所属

朝倉 翼 ④ 171 金沢市立工業高校 八角 亮 ⑬ 174 北陸高校
濱高 康明 5 184 金沢市立工業高校 松山 駿 14 170 北陸高校
山瀬 翔平 6 176 金沢市立工業高校 佐藤 大地 10 179 北陸高校
涌波 茄生 7 175 金沢高校 緒方 堅也 11 184 北陸高校
高澤 慎太郎 8 173 石川県立金沢桜丘高校 清水 子清 5 190 北陸高校
請田 佳彦 9 173 石川県立金沢西高校 高木 慎哉 7 185 北陸高校
大倉 龍之介 10 187 北陸学院高校 中村 ジャズ 12 183 北陸高校
酒井 達晶 11 171 北陸学院高校 大崎 翔太 4 188 北陸高校
古村 健一 12 189 北陸学院高校 苗田 将輝 8 175 北陸高校
石垣 駿 13 180 金沢市立工業高校 横地 夏樹 9 181 北陸高校
小室 悠太郎 14 190 北陸学院高校 朝井 佳祐 6 184 福井県立福井商業高校

選　手　名 選　手　名

（オレンジ・白） （青・白）

１９．石川県 ２０．福井県

１７．長野県 １８．富山県
監　督 監　督

監　督 監　督
選　手　名 選　手　名

（緑・白） （青・白）



須藤 剣吾 常田 健
番号 身長 所属 番号 身長 所属

角野 亮伍 ④ 189 藤枝明誠高等学校 稲見 和也 ④ 175 中部大学第一高等学校
川原 一仁 5 181 藤枝明誠高等学校 福岡 博貴 5 195 中部大学第一高等学校
宮越 康槙 6 188 藤枝明誠高等学校 ビリシベ 実会 6 188 中部大学第一高等学校
大橋 聖也 7 185 沼津中央高等学校 鈴浦 雅大 7 180 中部大学第一高等学校
藤原 翔真 8 177 沼津中央高等学校 宮道 雄斗 8 190 安城学園高等学校
下 瑞稀 9 176 浜松開誠館高等学校 内海 祐太朗 9 192 愛知産業大学三河高等学校

阿部 駿太 10 170 藤枝明誠高等学校 岡野 佑紀 10 195 愛知県立千種高等学校
潘 広晨 11 192 藤枝明誠高等学校 遠藤 和希 11 164 中部大学第一高等学校

田中 旭 12 191 浜松学院高等学校 ザン 歌 12 197 中部大学第一高等学校
片山 和哉 13 196 藤枝明誠高等学校 鈴木 空 13 178 桜丘高等学校

ベルナルド ブルーノモリタ 14 195 沼津中央高等学校 髙橋 理輝 14 170 桜丘高等学校

寺崎 彰記 山田 祐治
番号 身長 所属 番号 身長 所属

石垣 尚輝 ④ 171 県立四日市工業高等学校 松岡 恭也 ④ 174 岐阜県立岐阜農林高等学校
安藤 拓巳 5 185 県立四日市工業高等学校 野原 悠平 5 180 岐阜県立岐阜農林高等学校
田畑 雄一郎 6 182 皇學館高等学校 増本 優太 6 190 岐阜県立岐阜農林高等学校
高野 一輝 7 179 県立四日市工業高等学校 沼田 景佑 7 182 美濃加茂高等学校

春日部 貴成 8 175 県立四日市工業高等学校 真鍋 良太 8 183 美濃加茂高等学校
伊藤 裕貴 9 175 県立四日市工業高等学校 山田 直季 9 173 富田高等学校
吉江 悠 10 184 県立四日市工業高等学校 木村 晃大 10 183 岐阜県立中津川工業高等学校
佐脇 考哉 11 182 海星高等学校 大坪 健太 11 181 岐阜県立岐阜農林高等学校
説田 空隼 12 180 県立四日市工業高等学校 市村 銀二郎 12 177 富田高等学校
余語 幸樹 13 182 県立四日市工業高等学校 熊崎 貴人 13 173 岐阜県立岐阜農林高等学校
杉野 晴輝 14 190 県立四日市工業高等学校 松浦 康太 14 185 美濃加茂高等学校

２１．静岡県 ２２．愛知県
監　督 監　督

選　手　名 選　手　名

選　手　名 選　手　名

（赤・白） （紺・白）

（橙・白） （青・白）

２３．三重県 ２４．岐阜県
監　督 監　督



寺田 均 吉田 裕司
番号 身長 所属 番号 身長 所属

草川 涼輔 ④ 181 滋賀県立瀬田工業高等学校 村井 大陸 ④ 174 洛南高等学校
濱元 海 5 175 滋賀県立瀬田工業高等学校 菅 祐史 5 184 洛南高等学校
水上 大輔 6 166 滋賀県立瀬田工業高等学校 富田 頼 6 190 洛南高等学校
森山 修斗 7 193 滋賀県立瀬田工業高等学校 澤田 絢以 7 192 洛南高等学校
辻丸 大河 8 176 滋賀県立瀬田工業高等学校 岡田 卓也 8 196 洛南高等学校
丸太 晶希 9 170 光泉高等学校 髙田 颯斗 9 175 洛南高等学校
高木 伸久 10 182 光泉高等学校 山口 直紀 10 183 京都府立城陽高等学校
曽我 亮太 11 175 光泉高等学校 寺嶋 良 11 172 洛南高等学校
服部 幹也 12 187 光泉高等学校 荒川 颯 12 181 洛南高等学校
千代 虎央太 13 185 光泉高等学校 田邉 陸也 13 187 洛南高等学校
野村 つよし 14 190 光泉高等学校 鈴木 悠介 14 196 洛南高等学校

高橋 渉 初谷 洋志
番号 身長 所属 番号 身長 所属

吉岡 信友 ④ 177 大阪学院大学高等学校 岩崎 秀飛 ④ 173 神戸村野工業高等学校
5 178 大阪桐蔭高等学校 奥野 聖晃 5 175 育英高等学校

原 匠 6 166 近畿大学附属高等学校 岸 功一 6 180 報徳学園高等学校
綱井 勇介 7 183 大阪学院大学高等学校 肥後 将俊 7 188 育英高等学校
今川 友哲 8 195 大阪桐蔭高等学校 蔡 景多 8 175 神戸村野工業高等学校
木下 誠 9 185 大阪学院大学高等学校 中野 司 9 183 報徳学園高等学校
森田 雄次 10 171 大阪市立桜宮高等学校 金 剛鉉 10 189 報徳学園高等学校
武田 亘永 11 177 大阪桐蔭高等学校 吉岡 力良 11 188 関西学院高等部
尾関 敦弥 12 180 大阪学院大学高等学校 鶴本 哲太 12 183 神戸村野工業高等学校
野見 悠人 13 177 大阪桐蔭高等学校 小西 恭平 13 190 関西学院高等部
井福 晋太郎 14 191 大阪学院大学高等学校 中島 智紀 14 170 育英高等学校

２５．滋賀県 ２６．京都府

２７．大阪府 ２８．兵庫県
監　督 監　督

選　手　名 選　手　名

監　督 監　督
選　手　名 選　手　名

（青・白） （紫・白）

石野 涉生

（紺・白） （紺・白）



藤尾 兼三 児玉 昌比古
番号 身長 所属 番号 身長 所属

大江 一毅 ④ 178 天理高等学校 甲藤 成輝 ④ 175 和歌山県立和歌山北高等学校（教）
原 健人 5 176 関西中央高等学校 上野 誠也 5 180 和歌山県立和歌山北高等学校

足立 優太 6 180 奈良県立生駒高等学校 小畑 雄生 6 165 和歌山県立和歌山北高等学校
波多野 憲 7 178 奈良県立奈良高等学校 根来 達也 7 181 和歌山県立和歌山北高等学校
岑山 遼太朗 8 182 関西中央高等学校 西村 渉 8 172 初芝橋本高等学校
能勢 大志 9 165 関西中央高等学校 山田 一輝 9 181 和歌山県立和歌山工業高等学校
表 稔也 10 186 大和高田市立高田商業高等学校 オクンボ ボビー 10 184 和歌山県立和歌山工業高等学校
鱒 勇輝 11 190 天理高等学校 原田 拓海 11 183 和歌山県立和歌山工業高等学校

西岡 晃司 12 176 奈良育英高等学校 下村 万里 12 178 和歌山県立和歌山北高等学校
山中 将輝 13 190 奈良県立生駒高等学校 下畑 両平 13 183 初芝橋本高等学校
山本 慎之介 14 183 奈良育英高等学校 山本 浩太 14 201 初芝橋本高等学校

蓑原 知也 加藤 誠治
番号 身長 所属 番号 身長 所属

小椋 稜平 ④ 174 倉吉東高校 小畑 和也 ④ 173 松江西高等学校
入江 隆介 10 184 倉吉東高校 佐々木 慶次郎 5 179 松江西高等学校
磯尾 和也 5 179 鳥取東高校 福島 柾美 6 173 松江西高等学校
森川 直哉 6 165 鳥取東高校 藤井 成悟 7 174 松江西高等学校
水本 悠斗 7 180 鳥取東高校 小澤 郁弥 8 174 松江西高等学校
馬場 祐輔 8 184 鳥取東高校 提島 郁実 9 180 松江西高等学校
吉岡 翼 9 184 鳥取東高校 金村 淳史 10 176 県立松江東高等学校
宮川 怜偉 11 168 倉吉東高校 藤井 大地 11 177 県立松江東高等学校
桑野 洸人 12 181 鳥取工業高校 古藤 快 12 175 県立松江東高等学校
由木 秀平 13 188 米子工業高校 金子 友介 13 178 県立松江東高等学校
石川 貴久 14 173 米子工業高校 和田 翔 14 187 県立三刀屋高等学校

選　手　名 選　手　名

（紺・白） （紺・白）

３１．鳥取県 ３２．島根県

２９．奈良県 ３０．和歌山県
監　督 監　督

監　督 監　督
選　手　名 選　手　名

（緑・白） （赤・白）



安藤 龍太 藤井 貴康
番号 身長 所属 番号 身長 所属

森定 隼吾 ⑭ 181 岡山県立倉敷青陵高等学校 佐々井 雄大 ④ 175 広島県立広島皆実高等学校
難波 航太 6 179 岡山県立倉敷青陵高等学校 山﨑 翔梧 5 170 広島県立広島皆実高等学校
小川 直樹 12 183 岡山商科大学附属高等学校 小栗 尚幸 6 184 広島県立広島皆実高等学校
小谷 大悟 13 174 岡山商科大学附属高等学校 豊田 湧一朗 7 171 広島県立広島皆実高等学校
王 元坤 10 192 岡山商科大学附属高等学校 吉崎 綾汰 8 183 広島県立広島皆実高等学校

竹内 大也 7 178 岡山県立岡山工業高等学校 茂刈 皇希 9 171 如水館高等学校
小野 龍司 4 174 岡山県立岡山工業高等学校 檜作 昌慶 10 174 英数学館高等学校
鈴木 流聖 11 181 岡山県立岡山工業高等学校 松浦 慎哉 11 180 広島県立広島商業高等学校
平 祐之介 9 168 岡山県立岡山工業高等学校 伊森 響一郎 12 187 広島県立広島皆実高等学校
黄 杲路 5 194 岡山県立岡山工業高等学校 江尻 駿也 13 181 広島県立広島皆実高等学校

近土 真人 8 185 岡山学芸館高等学校 河野 拓海 14 192 如水館高等学校

髙部 貴透 色摩 拓也
番号 身長 所属 番号 身長 所属

中村 功平 ④ 179 山口県立豊浦高等学校 高橋 龍斗 ④ 173 尽誠学園高等学校
田坂 哲平 5 194 山口県立山口高等学校 前山 卓矢 5 184 尽誠学園高等学校
川﨑 圭大 6 183 山口県立柳井高等学校 松尾 季風 6 185 尽誠学園高等学校

佐々木 隆成 7 176 山口県立豊浦高等学校 松本 孝介 7 179 県立丸亀高等学校
清辻 款矢 8 184 山口県立豊浦高等学校 近石 泰成 8 178 尽誠学園高等学校
村上 奨摩 9 179 山口県立宇部工業高等学校 鈴木 凉太 9 183 高松中央高等学校
石井 悠太 10 164 山口県立豊浦高等学校 金丸 晋平 10 177 県立高松商業高等学校
梅田 涼雅 11 180 山口県立宇部工業高等学校 濱田 貴流馬 11 175 尽誠学園高等学校
濱中 陸 12 171 山口県立宇部工業高等学校 葛原 海都 12 180 尽誠学園高等学校
鬼武 鷹平 13 169 山口県立柳井高等学校 小谷 健太 13 177 尽誠学園高等学校
森 健太 14 171 山口県立宇部工業高等学校 リンダーライアン 雅輝 14 188 尽誠学園高等学校

３３．岡山県 ３４．広島県
監　督 監　督

選　手　名 選　手　名

選　手　名 選　手　名

（紺・白） （黒・白）

（紺・白） （エンジ・白）

35．山口県 ３６．香川県
監　督 監　督



西田 良裕 玉井 剛
番号 身長 所属 番号 身長 所属

速井 寛太 ④ 180 徳島県立鳴門渦潮高等学校 上田 将貴 ④ 175 愛媛県立松山工業高等学校
山田 基雄 6 182 徳島県立鳴門渦潮高等学校 坂田 光平 5 185 愛媛県立松山工業高等学校
村田 和輝 8 184 徳島県立鳴門渦潮高等学校 白石 靖弥 6 173 愛媛県立松山工業高等学校
細井 柊哉 10 182 徳島県立鳴門渦潮高等学校 本田 貴将 7 179 愛媛県立松山工業高等学校
明石 拓真 5 185 徳島県立城東高等学校 東浦 元樹 8 171 愛媛県立松山工業高等学校
松浦 浩大 7 178 徳島県立城東高等学校 萩野 一洋 9 181 愛媛県立松山工業高等学校
津田 晟多郎 11 194 徳島県立城東高等学校 新 将広 10 191 新田高等学校
西山 修人 13 178 徳島県立城東高等学校 玉井 勇輝 11 180 新田高等学校
髙田 淳貴 12 186 徳島県立城東高等学校 足立 臣哉 12 175 新田高等学校
山田 海斗 9 175 徳島県立海部高等学校 伊勢元 晃司 13 175 新田高等学校
虎尾 魁人 14 184 徳島県立徳島科学技術高等学校 一色 篤 14 181 愛媛県立松山南高等学校

瀬田 幸穂 井手口 孝
番号 身長 所属 番号 身長 所属

前田 聡司 ④ 185 明徳義塾高等学校 濱田 健太 ④ 185 福岡第一高等学校
永田 祐也 5 183 明徳義塾高等学校 秋山 皓太 5 188 福岡第一高等学校
松井 風太 6 165 明徳義塾高等学校 井手 優希 6 175 福岡第一高等学校
山﨑 巧 7 172 高知県立須崎工業高等学校 鳥羽 陽介 7 183 福岡大学附属大濠高等学校
大塚 琳平 8 175 明徳義塾高等学校 武藤 海斗 8 175 福岡第一高等学校
澤近 智也 9 186 高知学芸高等学校 津山 尚大 9 178 福岡大学附属大濠高等学校
森下 魁 10 205 明徳義塾高等学校 牧 隼利 10 187 福岡大学附属大濠高等学校
濱田 直希 11 173 明徳義塾高等学校 増田 啓介 11 191 福岡大学附属大濠高等学校

OUMA ERICK　JAGANYI 12 201 明徳義塾高等学校 河野 佑太 12 190 福岡第一高等学校
村山 龍之介 13 178 明徳義塾高等学校 張 効広 13 196 福岡第一高等学校

AYUEN PETER　MAJYOK 14 202 明徳義塾高等学校 野口 夏来 14 201 福岡大学附属大濠高等学校

３７．徳島県 ３８．愛媛県

３９．高知県 ４０．福岡県
監　督 監　督

選　手　名 選　手　名

監　督 監　督
選　手　名 選　手　名

（紺・白） （紺・白）

（黒・白） （青・白）



北島 寿人 埴生 浩二
番号 身長 所属 番号 身長 所属

熊谷 篤 ④ 180 県立佐賀東高等学校 中野 諭 ④ 183 長崎県立長崎西高等学校
重松 志哉 5 180 県立唐津工業高等学校 山下 竜平 5 179 長崎県立長崎工業高等学校
服部 祐汰 6 185 県立佐賀東高等学校 金田 新平 6 168 西海学園高等学校
久我 彩人 7 177 県立唐津工業高等学校 大町 イサ男 7 181 海星高等学校

肥後橋 銀次郎 8 170 県立佐賀東高等学校 中山 雄姿朗 8 170 西海学園高等学校
白石 亨輝 9 181 県立佐賀東高等学校 國武 龍聖 9 182 西海学園高等学校
浦田 雅弥 10 176 県立唐津工業高等学校 濵野 健太 10 177 長崎県立長崎工業高等学校
費 健航 11 187 県立唐津東高等学校 森山 湧斗 11 174 長崎県立長崎西高等学校

小寺 巧真 12 180 県立佐賀東高等学校 松崎 颯馬 12 183 長崎県立長崎西高等学校
岸川 拓未 13 170 県立佐賀東高等学校 清水 将吾 13 193 海星高等学校
藤本 拓磨 14 181 県立佐賀東高等学校 池田 健人 14 191 長崎県立長崎西高等学校

岩下 盛大 齋藤 哲也
番号 身長 所属 番号 身長 所属

右田 卓也 ④ 183 九州学院高等学校 宮城 惇 ④ 173 柳ヶ浦高等学校
趙 漢辰 5 190 東海大学付属熊本星翔高等学校 前川 丈治 5 180 柳ヶ浦高等学校

西山 泰加 6 175 九州学院高等学校 池原 海智 6 180 柳ヶ浦高等学校
今村 直哉 7 196 熊本県立第二高等学校 坂田 雅弥 7 183 柳ヶ浦高等学校
野口 龍太郎 8 189 九州学院高等学校 堀 雄士郎 8 170 大分県立大分舞鶴高等学校
古家 凜 9 177 九州学院高等学校 森本 勘太 9 180 大分県立大分舞鶴高等学校
北原 秀明 10 184 熊本県立熊本工業高等学校 香川 泰斗 10 181 大分県立大分舞鶴高等学校
丹 裕太郎 11 185 熊本県立大津高等学校 スミス 安努隆 11 188 大分県立大分舞鶴高等学校

伊東山 允 12 175 熊本県立第二高等学校 節川 翼 12 176 大分県立大分上野丘高等学校
村上 雄大 13 177 九州学院高等学校 森山 翔太 13 185 大分県立日田高等学校
池上 祥悟 14 174 九州学院高等学校 フェイ ヌダリー 14 215 明豊高等学校

選　手　名 選　手　名

（緑・白） （青・白）

４３．熊本県 ４４．大分県

４１．佐賀県 ４２．長崎県
監　督 監　督

監　督 監　督
選　手　名 選　手　名

（赤・白） （紺・白）



石川 祐二 中島 祐介
番号 身長 所属 番号 身長 所属

蜂須賀 柔気 ④ 162 宮崎県立小林高等学校 鎌迫 諒太 ④ 183 県立川内高等学校
ディオップ　マム シェッファ　イブラヒマ 5 210 延岡学園高等学校 平野 健斗 6 193 県立川内高等学校
塩月 絃生 6 173 延岡学園高等学校 堤 昴大 5 172 県立川内高等学校
濱砂 賢人 7 177 宮崎県立小林高等学校 土器手 康晴 8 175 県立川内高等学校
斉藤 大介 8 177 宮崎県立小林高等学校 松本 征樹 13 180 県立川内高等学校
松浦 翔太 9 180 宮崎県立宮崎工業高等学校 大田 信和 9 180 鹿児島市立鹿児島商業高等学校
高山 寛史 10 185 宮崎県立小林高等学校 山田 安斗夢 10 177 鹿児島市立鹿児島商業高等学校
宮崎 祐輔 11 184 宮崎県立小林高等学校 山田 亮平 14 170 鹿児島市立鹿児島商業高等学校
村角 健陽 12 182 宮崎県立小林高等学校 河井 竜 12 184 県立加治木工業高等学校
高田 宝聖 13 178 宮崎県立小林高等学校 古田 仁大 11 172 県立甲南高等学校

五十川 稜真 14 176 宮崎県立宮崎工業高等学校 小野 晃弘 7 180 県立鹿児島工業高等学校

井上 公男
番号 身長 所属

デルペラル 健二 13 178 私立興南高等学校
比嘉 崇光 14 178 私立興南高等学校
前本 理央 11 183 私立興南高等学校
税所 寛 ④ 174 私立興南高等学校
城間 銀次郎 7 185 私立興南高等学校
下地 敦之 9 183 私立興南高等学校
武富 海志 5 180 県立小禄高等学校
比嘉 アントニー健 12 187 県立前原高等学校
鈴木 龍雄 8 180 県立前原高等学校
稲福 尚道 10 186 県立コザ高等学校
大城 颯野 6 177 県立前原高等学校

４５．宮崎県 ４６．鹿児島県
監　督 監　督

選　手　名 選　手　名

選　手　名

（青・白）

（青・白） （青・白）

４７．沖縄県
監　督


