
１年男子

1 佐々木瑠斗 (柔仁会) 辻　光星 (浅　井) 14

近藤　匠真 (八　幡) 15

3 酒井　球志 (大　津) 佐藤　優誠

2 田淵　叶 (栗　東)

(大　津) 16

4 山﨑　風茉 (大　津) 2 田中　柚聖 (柔仁会) 17

5 井上　聖翔 (浅　井) 3 大坪　素晴 (大　津) 18

辻　航佑 (彦　根) 19

7 佐倉　環季 (石山塾) 北村　隼人

6 廣田　和永 (湖　東)
辻井

（柔仁会）

(浅　井) 20

8 辻井　凛音 (柔仁会) 1 3 秋尾　凰翔 (大　津) 21

9 深田　聖大 (彦　根) 浦　彪真 (竜　王) 22

(成道会) 23

菅原晄志郎 (米　原)

上田　蒼空

11 市後　暁登 (清心館)

10 堤　大晴 (大　津)

13 岩村　駿 (米　原)

24

12 池田　拓哉 (竜　王) 東　大獅　　 (柔仁会) 25



２年男子
1 北村　透真 (浅　井) 1 藤田　皇志 (清心館) 30

杉本　大和 (柔仁会) 31

3 堀井　陽斗 (石山塾) 篠原　大和

2 小林琥ノ介 (草　津)

(守　山) 32

4 久保　風雅　 (柔仁会) 大野　瑛寿 (秦　荘) 33

5 中西　風斗 (清心館) 清水　瑛太 (高　月) 34

水上　聖大 (誠道館) 35

7 植田　陽貴 (守　山) 青木甚之介

6 岡田　尚汰 (竜　王) 3

(浅　井) 36

8 向　朝輝 (石山塾) 渡辺　修至 (清流館) 37

9 西村　優臣 (彦　根) 北川　峻輔 (竜　王) 38

浅井　珀空 (柔仁会) 39

11 篠原　一護 (八　幡) 八塚　遥斗

10 西村　圭梧 (湖　南)

(大　津) 40

12 川南　竜介 (柔仁会) × 嘉村　豪士 (彦　根) 41

13 梅本　洸弥 (木之本) 阿部　昊季 (石山塾) 42

山田　建輔 (天　理) 43

15 巽　貴仁 (清流館) 久家　大輝

14 小川　千和 (大　津)
北村

（浅井）

(八　幡) 44

16 岩村　颯真 (米　原) 桐畑京士朗 (神　照) 45

17 田村　滋太 (清心館) 吉水　蓮 (清心館) 46

清水　恵伍 (北桐館) 47

19 阿部　充季 (石山塾) × 清水　新志

18 蒲生慎之介 (岡　山)

(天　理) 48

20 山本　蒼獅 (能登川) 山田　光織 (能登川) 49

21 園　遼太郎 (草　津) 後藤　陸人 (石山塾) 50

東出　宙 (守　山) 51

23 吉田　紳吾 (北桐館) × 廣田　太一

22 岸本　陽向 (天　理) ×

(米　原) 52

24 長尾　悠稔 (清心館) 柴田　莉玖 (竜　王) 53

25 辻　琉輝 (湖　東) 小椎尾和亘 (東　レ) 54

(岡　山) 55

西尾龍乃助 (草　津)

小川　 優真

27 中道　巧真 (長　浜)

26 富　凰丞 (守　山)

29 森　奏人 (柔仁会) 3

56

28 村地良汰朗 (竜　王) 2 久保田圭介 (柔仁会) 57



３年男子
1 大橋　健人 (石山塾) 1 角田　誠太 (栗　東) 32

瀧口　和也 (岡　山) 33

3 諸木　泰斗 (草　津) 小澤　直亮

2 河部　翔真 (湖　南)

(米　原) 34

4 平川　蒼太 (高　月) 3 岩永　英心 (清心館) 35

5 斉藤　和馬 (成道会) 高野　真澄 (守　山) 36

中村汰玖未 (愛　東) 37

7 青木慎一郎 (八日市) 伊地知　暖

6 清水　蒼生 (長　浜)

(湖　南) 38

8 小島　佑海 (誠道館) 尾﨑　美馬 (東　レ) 39

9 宮下加寿斗 (能登川) 野﨑　拓冶 (蒲　生) 40

柿本　武尊 (守　山) 41

11 中前　翔太 (大　津) 河田　劉己

10 山﨑　仁稀 (天　理) ×

(石山塾) 42

12 菅原惺太郎 (米　原) 押谷　光星 (長　浜) 43

13 山本　侑弥 (志道館) 太田　圭佑 (秦　荘) 44

前田　菜実 (清心館) 45

15 西村　祐輝 (清心館) 安藤　賢志

14 藤原　虎輝 (守　山) ×大橋
（石山
塾）

(八　幡) 46

16 寺田　正彦 (浅　井) 秋尾　海翔 (大　津) 47

17 辻井　唯音 (柔仁会) 佐藤　大誠 (大　津) 48

笠原　正慶 (守　山) 49

19 山元湊士郎 (清心館) 片山　蒼太

18 熊木　靖陽 (八　幡) ×

(清心館) 50

20 児玉　隼人 (石山塾) 三田　幸栄 (神　照) 51

21 眞門　皇成 (栗　東) × 丸山　篤輝 (愛　東) 52

髙島　隆太 (彦　根) 53

23 西川　尚輝 (天　理) 宮本　雄惺

22 藤澤　拓磨 (東　レ)

(草　津) 54

24 中堀　駿 (能登川) 八木唯之介 (石山塾) 55

25 齊藤　駒樹 (清心館) 細川　慶太 (石山塾) 56

長谷川　颯 (米　原) 57

27 眞野 七星 (草　津) 岡田　純弥

26 寺村　稜太 (守　山)

(秦　荘) 58

28 西村　小春 (湖　南) × 西尾啓太郎 (草　津) 59

29 深田　大惺 (彦　根) × 山田　三瑛 (湖　南) 60

31 上田　圭人 (大　津) 3

30 加藤　優 (愛　東)

62

2 日出慧太郎 (成道会) 63

(能登川) 61

池元　悠 (誠道館)

宮下　叶都



４年男子
1 水野　幸芽 (成道会) 千田 詠斗 (浅　井) 30

山田　崇琉 (東　レ) 31

3 成宮　潤 (米　原) 中島　武瑠

2 杉立 大知 (秦　荘)

(柔仁会) 32

4 杉本　蓮 (高　月) 3 庵原　凪 (成道会) 33

5 木村　昌人 (栗　東) 松尾　勇輝 (湖　南) 34

村上　平藏 (能登川) 35

7 久保　賢勇 (柔仁会) 西澤　拓海

6 笠巻　篤史 (志道館)

(清流館) 36

8 佐多　智彦 (東　レ) × 岡田　孝大 (石山塾) 37

9 山田　宗樹 (能登川) 吉田 創真 (秦　荘) 38

治部　聡介 (志道館) 39

11 池田　敦郎 (竜　王) 潮見　涼成

10 北村　心音 (米　原)

(北桐館) 40

12 三橋 昇也 (彦　根) 3 浜田　湊斗 (岡　山) 41

13 佐倉　睦巳 (石山塾) 坂井　宥太 (清心館) 42

内田寿希忠 (彦　根) 43

15 森田　健梧 (湖　南) 古森　碧

14 竹村　篤貴 (清心館)
佐藤

（守山）

(米　原) 44

16 平井　聖翔 (誠道館) 中村　泰我 (愛　東) 45

17 大川　瑠璃 (栗　東) 森田　大翔 (成道会) 46

佐藤　勝太朗 (守　山) 47

19 棗　翔駿 (石山塾) 山村　蓮

18 松清　結一 (志道館) 1

(大　津) 48

20 島村　健太 (守　山) 三宅　地駿 (天　理) 49

21 外村　湊 (米　原) 園田　真三 (能登川) 50

堀江琥太郎 (米　原) 51

23 木村 歩夢 (彦　根) 山本　遥輝

22 大野 千寿 (秦　荘)

(清心館) 52

24 堀　陽音 (清心館) 横山 智之 (彦　根) 53

25 奥川　寛斗 (柔仁会) 2 小嶋孝之真 (秦　荘) 54

(志道館) 55

三浦　大和 (栗　東)

石川　雄心

27 松居　琉惺 (湖　東)

26 苅森　泰人 (岡　山)

29 平野　賢心 (大　津)

56

28 徳田隆之介 (湖　南) × 竹山　陽明 (竜　王) 57



５年男子
1 山口侑宇飛 (彦　根) 2 中野　裕太 (湖　東) 36

二平　朔寿 (清流館) 37

3 小野寺　瞬 (草　津) 田仲奏一郎

2 吉田　陽翔 (湖　南)

(草　津) 38

4 小澤　知寛 (米　原) 西村　謙真 (神　照) 39

5 野﨑　捷斗 (蒲　生) 前田　飛龍 (清心館) 40

伊藤 輝人 (秦　荘) 41

7 山元凛太郎 (清心館) 岡本　意生

6 酒井　照久 (守　山)

(岡　山) 42

8 岡田 直真 (秦　荘) 勝田　純 (天　理) 43

9 高見　湊 (竜　王) 3 小尾　光希 (成道会) 44

原田悠優太 (石山塾) 45

11 宮下　漣 (大　津) 井手　悠馬

10 中村麗央斗 (愛　東) ×

(能登川) 46

12 浅井　遥翔 (木之本) 上田　倫 (甲　良) 47

13 山本　愛翔 (岡　山) 十念　透矢 (守　山) 48

中谷　莉温 (蒲　生) 49

15 赤木　元 (守　山) 茶園　樹

14 中村　広大 (成道会)

(浅　井) 50

16 野村　颯良 (湖　東) 大西　理央 (大　津)田内
（柔仁会）

51

17 辻　晴仁 (浅　井) 田中　悠翔 (草　津) 52

安居　翔馬 (愛　東) 53

19 田中　輝 (清流館) × 三浦　颯太

18 松居　愛斗 (八日市) ×

(栗　東) 54

20 林　佑磨 (天　理) 津曲　蓮音 (湖　東) 55

21 古株弥一郎 (八　幡) 時田　開仁 (清心館) 56

浜田　龍惺 (岡　山) 57

23 堀井　大和 (米　原) 上田　大地

22 和田　康佑 (東　レ)

(大　津) 58

24 岡田　尚也 (草　津) 北村金太郎 (浅　井) 59

25 芝田　宗汰 (大　津) 高岡　蒼梧 (守　山) 60

田内　秀豊 (柔仁会) 61

27 佐藤　辰神 (成道会) 青木 充生

26 丸山　羽響 (湖　東) 1

(秦　荘) 62

28 山本　剛生 (岡　山) 近藤廉太郎 (八　幡) 63

29 水野 翔天 (秦　荘) × 粕渕　瑛志 (米　原) 64

河合　和裕 (北桐館) 65

31 竹嶌　悠人 (清心館) 阿部　柾樹

30 久田　翔愛 (甲　良)

33 森田　眞斗 (栗　東)

(彦　根) 66

32 松山　悠真 (高　月) 小林　力将 (草　津)

70

(守　山) 69

35 多賀　仙亮 (守　山) 3 吉田　昂央 (志道館)

村井　道信 (蒲　生) 68

34 久保田洸樹 (柔仁会)

67

寺村　颯太



６年男子
1 澤井日夏太 (能登川) 1 大橋　海人 (石山塾) 32

中堀　一輝 (能登川) 33

3 梅本　晄我 (木之本) 山岡　大起

2 小倉　雄樹 (天　理)

(浅　井) 34

4 白井　寛将 (清流館) 生駒　有星 (彦　根) 35

5 荻　慶包 (大　津) 小川　永遠 (誠道館) 36

辻野　裕也 (清流館) 37

7 横山　和之 (彦　根) × 中西　里優

6 山内　健豊 (神　照)

(天　理) 38

8 岩崎仁一郎 (八日市) 岩村　惺太 (米　原) 39

9 中井　敦士 (誠道館) 3 奥川　永人 (柔仁会) 40

山岡　倖之 (浅　井) 41

11 古森　碧 (米　原) 仙田　洸輔

10 斉藤　冬馬 (成道会)

(天　理) 42

12 中西　陸斗 (清心館) 大坪　凌成 (大　津) 43

13 樫村　剛大 (守　山) × 教野　健成 (木之本) 44

松倉　翔汰 (清流館) 45

15 藤江　星七 (実践館) 木村　颯杜

14 井上　天翔 (浅　井) 澤井
（能登
川） (八　幡) 46

16 山口　琉心 (成道会) 板倉　睦朋 (清心館) 47

17 内田夏寿生 (彦　根) 高峰　柔弥 (清流館) 48

中前　陽介 (大　津) 49

19 岡田　陵汰 (竜　王) 角田　唯人

18 脇坂　蓮 (愛　東)

(栗　東) 50

20 成宮　和輝 (米　原) 平井　優翔 (誠道館) 51

21 池田　玲亜 (東　レ) 渡辺　稜 (米　原) 52

中谷　清澄 (能登川) 53

23 西角　波瑠 (清流館) 嘉村　魁士

22 門田　大輝 (草　津)

(彦　根) 54

24 南　橙 (彦　根) 中村麟太朗 (成道会) 55

25 高野　歩 (守　山) 川副　翔大 (愛　東) 56

加藤　樹 (天　理) 57

27 高木　皓喜 (天　理) 吉岡稟太郎

26 酒井　桧成 (大　津) 3

(石山塾) 58

28 小西　海人 (石山塾) × 山本　秀一 (彦　根) 59

29 森　龍羽 (柔仁会) 安田　丈二 (高　月) 60

31 大堀　雄大 (浅　井)

30 廣部　快晴 (高　月)

62

2 加藤　海 (東　レ) 63

(浅　井) 61

西尾　夏撞 (守　山)

茶園　拓人


