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1 北信越 ⻑野県 下諏訪向陽⾼校 永坂 ⽇⿎ 5781 5806 1 東海 岐⾩県 加茂⾼校 兼松 万綸 5171

2 東海 岐⾩県 加茂⾼校 成瀬 瑶太朗 5804 2 四国 愛媛県 宇和島東⾼校 兵頭 佳乃 5154

3 中国 岡⼭ 関⻄⾼校 ⽯井 ⼤和 5729 3 関東 東京都 成⽴学園⾼校 中島 真央 5120

4 四国 愛媛県 今治⻄⾼校 ⽩⽯ 健⼈ 5728 4 北信越 福井県 美⽅⾼校 岩本 結愛 5118

5 北信越 福井県 美⽅⾼校 ⽯⽥ 歩 5727 5 北信越 福井県 美⽅⾼校 武⽥ 望花 5083

6 関東 神奈川県 慶應義塾⾼校 扇原 優 5714 6 北信越 福井県 美⽅⾼校 志賀 祐⽉ 5069

7 近畿 京都府 京都⼯学院⾼校 杉原 清⽃ 5672 7 近畿 ⼤阪府 桜宮⾼校 中津 輝李 5054

8 北信越 福井県 敦賀⼯業⾼校 志賀 充真 5668 8 九州 宮崎県 ⾼鍋⾼等学校 本部 七海 4886 5014

9 北信越 福井県 美⽅⾼校 岡本 ⾵哉 5655 9 関東 群⾺県 館林⼥⼦⾼校 ⽊部 結⽉ 5012

10 北信越 福井県 若狭東⾼校 ⼭⽥ 浩太 5623 10 近畿 滋賀県 ⼤津⾼校 泉野 穂乃⾹ 5010

11 近畿 京都府 京都⼯学院⾼校 ⾚⽻ 陽 5607 11 北信越 福井県 美⽅⾼校 ⼩野寺 紗耶 4992

12 関東 茨城県 潮来⾼校 須賀 優輝 5561 5605 12 北信越 ⻑野県 岡⾕南⾼校 ⼩松 国穂 4990

13 九州 熊本県 熊本学園⼤学付属⾼校 林⽥ 颯⽉ 5538 5601 13 九州 福岡県 東筑⾼校 ⼭﨑 晴華 4974 4983

14 中国 ⿃取県 ⽶⼦⼯業⾼校 佐々⽊ 静基 5581 14 東海 岐⾩県 加茂⾼校 纐纈 晴⾹ 4967

15 東北 ⻘森県 ⻘森中央⾼校 ⼤澤 鞍吏 5580 15 関東 東京都 ⽴教⼤学 飯塚 百合⼦ 4949

16 九州 熊本県 済々黌⾼校 宮﨑 隆央 5480 5561 16 九州 ⻑崎県 ⼤村⾼校 ⽥中 真緒 4947

17 北信越 福井県 美⽅⾼校 中⽥ 凉雅 5560 17 東北 秋⽥県 本荘⾼校 ⽩井 咲⽻ 4934

18 近畿 ⼤阪府 桜宮⾼校 ⻄脇 源秦 5557 18 四国 愛媛県 宇和島東⾼校 宝本 和花 4932

19 近畿 滋賀県 瀬⽥⼯業⾼校 北川 裕基 5555 19 関東 東京都 本所⾼校 ⾼橋 なつは 4928

20 九州 宮崎県 ⾼鍋⾼等学校 杉 恭多 5506 5555 20 関東 神奈川県 横浜商業⾼校 ⼭⼝ 栞奈 4928

21 近畿 京都府 海洋⾼校 ⼭下 慶太 5508 5551 21 北信越 福井県 若狭東⾼校 東野 花 4918

22 北信越 ⻑野県 諏訪清陵⾼校 ⻑﨑 楓太 5550 22 九州 熊本県 熊本学園⼤学付属⾼校 新郷 華乃 4811 4913

23 九州 熊本県 熊本学園⼤学付属⾼校 藤吉 昴樹 5539 5550 23 関東 千葉県 国府台⾼校 古川 智菜 4909 4888

24 関東 埼⽟県 川⼝市⽴⾼校 宮本 ⼤成 5548 24 近畿 滋賀県 ⼤津⾼校 髙野 奈々 4907

25 四国 愛媛県 今治北⾼校 尾﨑 元輔 5545 25 四国 愛媛県 今治北⾼校 ⼤成 彩愛 4903

26 中国 ⿃取県 ⽶⼦⻄⾼校 波多野 優輝 5543 26 関東 東京都 成⽴学園⾼校 畑瀬 ソフィア 4889

27 中国 岡⼭ 関⻄⾼校 ⽥川 ⼤智 5536 27 近畿 京都府 京都⼯学院⾼校 ⾼⼭ 来瞳 4875

28 中国 岡⼭ 関⻄⾼校 ⽯井 晴也 5535 28 四国 愛媛県 今治南⾼校 池本 愛羅 4875

29 北信越 福井県 美⽅⾼校 天渡  羅偉 5531 29 東北 宮城県 佐沼⾼校 ⼤場 ⽇湖 4870 4865

30 北信越 福井県 美⽅⾼校 浜松 紘⽣ 5524 30 北信越 福井県 若狭東⾼校 濱岸 希空 4870

31 近畿 滋賀県 ⼤津⾼校 清⽔ 怜 5524 31 九州 ⿅児島 川内⾼校 林 奈央 4866

32 北信越 福井県 美⽅⾼校 中道 鉄平 5522 32 関東 埼⽟県 南稜⾼校 圓⽬ ⻘空 4864

33 北信越 福井県 敦賀⼯業⾼校 釜本 ⼤輝 5521 33 近畿 ⼤阪府 桜宮⾼校 松⽥ みなみ 4860

34 東海 静岡県 新居⾼校 和⽥ 潤誠 5517 34 関東 神奈川県 横浜商業⾼校 井上 綾乃 4853

35 北信越 福井県 若狭東⾼校 深川 峻希 5514 35 関東 埼⽟県 川⼝市⽴⾼校 清⽔ ⽇南⼦ 4853

36 四国 愛媛県 今治北⾼校 別宮 輝 5511 36 北信越 富⼭県 富⼭国際⼤学 ベタニオ チェリー
アン パディラ

4850

37 四国 愛媛県 今治北⾼校 松島 功樹 5508 37 近畿 和歌⼭県 桐蔭⾼校 栗⼭ 仁渚 4839

38 近畿 京都府 京都⼯学院⾼校 ⼭本 葉玖 5507 38 四国 愛媛県 今治北⾼校 ⽩⽯ 愛実 4837

39 東海 岐⾩県 加茂⾼校 加藤 琉⽣ 5506 39 関東 東京都 ⼩松川⾼校 栁 千尋 4836

40 四国 愛媛県 今治⻄⾼校 美藤 晃佑 5506 40 関東 群⾺県 館林⼥⼦⾼校 佐久間 愛 4827

41 関東 東京都 中央⼤学杉並⾼校 豊島 俊介 5503 41 四国 愛媛県 今治北⾼校 福⽥ 渚紗 4811

42 関東 東京都 ⼩松川⾼校 ⾕奥 陽介 5485 42 東北 宮城県 ⽯巻⾼校 井上 美空 4805

43 四国 愛媛県 宇和島⽔産⾼校 梶原 勧⼼ 5484 43 四国 愛媛県 今治南⾼校 貴⽥ 英梨⾹ 4802

44 近畿 ⼤阪府 桜宮⾼校 橋本 健希 5484

45 四国 愛媛県 宇和島⽔産⾼校 浅井 樹⼼ 5483 ※男⼥とも、U19SBS参加希望申込（予備申込）記載の「所属団体」で記載しています。

46 東北 秋⽥県 本荘⾼校 佐藤 圭翼 5479

47 近畿 ⼤阪府 ⾼⽯⾼校 ⼟肥 航太郎 5476

48 関東 東京都 本所⾼校 ⾼⽥ 昊汰 5463

49 北信越 福井県 若狭⾼校 ⼭崎 寛太 5460

50 中国 岡⼭ 関⻄⾼校 柏野 泰智 5459
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 ※したがって、選⼿によっては「4⽉以降に所属団体が変わるため、4⽉以降の所属団体で記
載されている」場合と、あるいは「4⽉以降に所属団体が変わるけれども、3⽉の参加希望申
込（予備申込）時点での所属団体で記載されている」場合があります。U19SBS当⽇の組み
合わせ等は、4⽉以降の所属団体での表記となる予定です。
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