
ブロック 所属名 選手名 選手名 所属名 ブロック

1 小学生女子 ３４kg級 関西 玉櫛小学校 畠山　結衣 ○ WP 2-1 × 柿沼　心乃 安中小学校 関東 曽根崎 29-28 古賀 29-28 仲村 28-29

2 小学生女子 ３７kg級 関西 鳴尾東小学校 柏木　颯奏 × WP 0-3 ○ 山内　瑠那 小金井小学校 東北 池端 27-30 米良 27-30 田浦 27-30

3 小学生女子 ４０kg 級 四国 新居浜小学校 飯尾　陽菜 ○ WP 3-0 × 山田　蒼空 荒牧小学校 関東 富田 30-27 塚本 29-28 林田 29-28

4 小学生男子 ３１kg級 四国 八坂小学校 今口　龍大 × WP 0-3 ○ 上机　凜 阪本小学校 関東 瀬戸川 27-30 仲村 28-29 田浦 27-30

5 小学生男子 ３４kg級 関西 深草小学校 長谷川　煌空 × WP 0-3 ○ 波多野　善 上溝小学校 関東 蛯原 27-30 平 27-30 林田 27-30

6 小学生男子 ３７kg級 関西 用海小学校 熊本　和真 ○ WP 3-0 × 富澤　寿輝也 平第二小学校 東北 米良 30-27 田浦 30-27 遠藤 30-27

7 小学生男子 ４０kg級 関西 長尾南小学校 横川　壱乃介 × WP 1-2 ○ 蛭子　駿 羽沢小学校 関東 大政 28-29 枡澤 28-29 塚本 29-28

8 小学生男子 ４３kg級 九州 小野小学校 三木　琉誠 × WP 0-3 ○ 紺野　優空 長久保小学校 関東 平 27-30 池端 27-30 遠藤 27-30

9 小学生男子 ４６kg級 中国 住吉小学校 作野　剣信 ○ RSC 2R 1:30 × 大里　拳輝 長田小学校 関東 曽根崎  大政  瀬戸川  

10 小学生男子 ５２kg級 関西 高鷲小学校 斎藤　海里 ○ WP 3-0 × 小林　輝大 岡崎小学校 東海 塚本 30-27 蛯原 30-27 遠藤 30-27

11 小学生男子 ５６kg級 中国 熊野第三小学校 藪　大樹 ○ WP 2-1 × 小山田　俐玖 安中小学校 関東 枡澤 29-27 瀬戸川 27-29 大政 29-27

12 中学生女子 ３９kg級 中国 灘崎中学校 長谷部　桃子 ○ WP 3-0 × 岡田　愛麗 鳴和中学校 北信越 米良 30-27 大政 29-28 仲村 30-27

13 中学生女子 ４２kg級 関西 紀ノ川中学校 西本　莉緒 ○ RSC 1R 1:01 × 菅野　七海 平第一中学校 東北 田浦  遠藤  平  

14 中学生女子 ４５kg級 関西 福泉中学校 三木　姫愛 ○ RSC 3R 1:30 × 岡部　月香 第一中学校 関東 瀬戸川  池端  塚本  

15 中学生女子 ４８kg級 関西 藤井寺中学校 北野　凛 × WP 1-2 ○ 田口　永真 駿台学園中学校 関東 大政 30-27 富田 27-30 田浦 27-30

16 中学生女子 ５１kg級 中国 大野中学校 望戸　紀花 ○ WP 3-0 × 金井　紫南 第一中学校 関東 曽根崎 30-27 枡澤 30-27 古賀 30-27

17 中学生男子 ３３kg級 九州 日章学園中学校 盛田　來希 × WP 1-2 ○ 杉山　烈希 中島中学校 東海 米良 28-29 瀬戸川 29-28 澤野 28-29

18 中学生男子 ３６kg級 中国 大野中学校 中野　凛闘 ○ WP 3-0 × 吉井　康介 武相中学校 関東 池端 30-27 古賀 30-27 林田 29-28

19 中学生男子 ３９kg級 関西 王塚台中学校 山﨑　琉偉河 ○ WP 3-0 × 平原　晶 原山中学校 関東 大政 30-27 遠藤 30-27 田浦 30-27

20 中学生男子 ４２kg級 関西 大宮中学校 川井　丈輔 × RSC 3R 0:55 ○ 杉山　辰希 中島中学校 東海 塚本  蛯原  枡澤  

21 中学生男子 ４５kg級 関西 生野中学校 藤木　勇我 ○ WP 3-0 × 片岡　叶夢 臼井中学校 関東 澤野 30-27 瀬戸川 29-28 遠藤 29-28

22 中学生男子 ４８kg級 関西 北中学校 永山　銀次郎 × WP 0-3 ○ 片岡　雷斗 臼井中学校 関東 平 27-30 枡澤 27-30 仲村 27-30

23 中学生男子 ５１kg級 関西 西小倉中学校 中野　泰誠 ○ WP 2-1 × 杉山　律希 中島中学校 東海 曽根崎 28-29 蛯原 29-28 池端 29-28

24 中学生男子 ５４kg級 関西 今津中学校 熊本　風真 ○ WP 3-0 × 工藤　優雅 手稲中学校 北海道 仲村 29-28 古賀 29-28 米良 29-28

25 中学生男子 ５７kg級 関西 東宇治中学校 堀江　耀斗 ○ RSC 2R 0:15 × 江口　蒼太 北中学校 北海道 林田  富田  塚本  

26 中学生男子 ６０kg級 関西 東城中学校 木本　蓮 × WP 0-3 ○ 南　龍星 北都中学校 北海道 平 28-29 池端 27-30 澤野 27-30

27 中学生男子 ６４kg級 関西 加賀屋中学校 松浦　誕生也 ○ RSC 2R 0:34 × 佐々木　優賢 古川中学校 東北 古賀  曽根崎  蛯原  

28 中学生男子 ６８kg級 九州 力合中学校 中野　優利 ○ RSC 1R 1:05 × 江面　艶星 町田第二中学校 関東 富田  瀬戸川  仲村  

29 中学生男子 ７２kg級 四国 城西中学校 山本　大輝 × RSC 1R 0:43 ○ シルバ　イエシュア 大田原中学校 関東 田浦  平  塚本  
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