
第45回全国高等学校総合文化祭第57回全国高等学校将棋選手権大会（和歌山） 団体戦順位表

最終予選結果表
1R 2R 3R 4R

順位 選手No 選手名 県名 学校名 勝ち数 ブックホルツ バーガー メディアン プログレス No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗 No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗 No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗 No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗
1 6 藤原　紗羽 兵庫 兵庫県立西宮高等学校 4.0 10.0 10.0 5.0 10.0 46 河野　真尋 滋賀 滋賀県立彦根東高等学校 ○ 36 大槻　佳奈 群馬 群馬県立前橋女子高等学校 ○ 27 近藤　沙樹 鳥取 米子松蔭高等学校 ○ 40 中澤　秀佳 神奈川 清泉女学院高等学校 ○
2 4 都築　未佳 宮城 宮城県仙台第二高等学校 4.0 9.0 9.0 5.0 10.0 44 光山 千尋 徳島 徳島県立富岡西高校学校 ○ 33 及川　瑞希 岩手 岩手県立盛岡第一高等学校 ○ 26 安西 伊吹 大分 大分東明高等学校 ○ 22 三村　陽菜 京都 立命館高等学校 ○
3 1 鈴木　千尋 熊本 熊本県立熊本高等学校 4.0 8.0 8.0 5.0 10.0 41 平澤　響 東京 錦城高等学校 ○ 32 野口　菜々美 福岡 福岡県立小倉西高等学校 ○ 25 中村　叶愛 青森 八戸工業大学第一高等学校 ○ 13 國井　真優 福島 いわき秀英高等学校 ○
4 78 榊　菜吟 大阪 大阪夕陽丘学園高等学校 4.0 8.0 8.0 4.0 10.0 38 原　葵衣 埼玉 埼玉県立熊谷西高等学校 ○ 2 四方　梓紗 奈良 奈良県立青翔高等学校 ○ 23 川西 彩遥 広島 広島修道大学ひろしま協創高等学校 ○ 8 藤森　あかね 山梨 山梨県立甲府西高等学校 ○
4 71 𠮷川　惠 広島 広島市立広島みらい創生高等学校 4.0 8.0 8.0 4.0 10.0 31 竹内　優里菜 福井 福井県立金津高等学校 ○ 28 渡邉　百々香 千葉 千葉県立木更津高等学校 ○ 5 上野　理生 山形 山形県立山形東高等学校 ○ 7 大田　暖乃 愛知 東海国立大学機構名古屋大学教育学部附属中・高等学校 ○
4 42 壽　希乃香 滋賀 学校法人綾羽育英会綾羽高等学校 4.0 8.0 8.0 4.0 10.0 2 四方　梓紗 奈良 奈良県立青翔高等学校 ○ 11 伊藤　優菜 岐阜 岐阜県立加納高等学校 ○ 19 大畠　言葉 島根 島根県立松江北高等学校 ○ 10 太田　若那 香川 高松第一高等学校 ○
7 40 中澤　秀佳 神奈川 清泉女学院高等学校 3.0 12.0 8.0 6.0 9.0 80 安田　楓 茨城 茨城県立下妻第二高等学校 ○ 10 太田　若那 香川 高松第一高等学校 ○ 18 佐々木　海法 大阪 大阪府立春日丘高等学校 ○ 6 藤原　紗羽 兵庫 兵庫県立西宮高等学校 ×
7 7 大田　暖乃 愛知 東海国立大学機構名古屋大学教育学部附属中・高等学校 3.0 12.0 8.0 6.0 9.0 47 田中　葉月 香川 高松第一高等学校 ○ 37 冨岡　彩羽 岡山 倉敷高等学校 ○ 29 大村　一華 三重 三重高等学校 ○ 71 𠮷川　惠 広島 広島市立広島みらい創生高等学校 ×
9 23 川西 彩遥 広島 広島修道大学ひろしま協創高等学校 3.0 11.0 7.0 5.0 8.0 63 日野　実咲 京都 京都府立南陽高等学校 ○ 57 河本　七海 岡山 岡山県立総社高等学校 ○ 78 榊　菜吟 大阪 大阪夕陽丘学園高等学校 × 46 河野　真尋 滋賀 滋賀県立彦根東高等学校 ○
10 37 冨岡　彩羽 岡山 倉敷高等学校 3.0 10.0 7.0 5.0 7.0 77 馬立　紅 神奈川 中央大学附属横浜高等学校 ○ 7 大田　暖乃 愛知 東海国立大学機構名古屋大学教育学部附属中・高等学校 × 66 高橋　怜 宮城 宮城県仙台第一高等学校 ○ 14 中城　綾華 高知 高知工業高等専門学校 ○
11 28 渡邉　百々香 千葉 千葉県立木更津高等学校 3.0 10.0 6.0 5.0 7.0 68 小原　杏菜 岩手 岩手県立花巻南高等学校 ○ 71 𠮷川　惠 広島 広島市立広島みらい創生高等学校 × 59 松川　英加 山梨 駿台甲府高等学校 ○ 79 片山　柚朱 群馬 群馬県立前橋女子高等学校 ○
12 13 國井　真優 福島 いわき秀英高等学校 3.0 10.0 6.0 5.0 9.0 53 吉村　絵里 石川 石川県立翠星高等学校 ○ 43 萩本　夏々彩 静岡 日本大学三島高等学校 ○ 35 高津　穂果 北海道 市立札幌大通高等学校 ○ 1 鈴木　千尋 熊本 熊本県立熊本高等学校 ×
13 57 河本　七海 岡山 岡山県立総社高等学校 3.0 9.0 6.0 4.0 7.0 17 土井　詠心 長崎 長崎県立佐世保東翔高等学校 ○ 23 川西 彩遥 広島 広島修道大学ひろしま協創高等学校 × 21 白尾　彩也香 鹿児島 鹿児島県立鶴丸高等学校 ○ 26 安西 伊吹 大分 大分東明高等学校 ○
14 29 大村　一華 三重 三重高等学校 3.0 9.0 6.0 4.0 8.0 69 津田　朋華 熊本 尚絅高等学校 ○ 74 吉田　夕那 埼玉 細田学園高等学校 ○ 7 大田　暖乃 愛知 東海国立大学機構名古屋大学教育学部附属中・高等学校 × 64 堀越　茉菜 千葉 千葉県立幕張総合高等学校 ○
15 8 藤森　あかね 山梨 山梨県立甲府西高等学校 3.0 9.0 5.0 5.0 9.0 48 鹿内　風希 青森 青森県立青森東高等学校 ○ 39 松田　幸恵 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校 ○ 30 山下　怜寧 東京 明治学院東村山高等学校 ○ 78 榊　菜吟 大阪 大阪夕陽丘学園高等学校 ×
16 33 及川　瑞希 岩手 岩手県立盛岡第一高等学校 3.0 9.0 5.0 4.0 7.0 73 小沼　紗弥 東京 錦城高等学校 ○ 4 都築　未佳 宮城 宮城県仙台第二高等学校 × 63 日野　実咲 京都 京都府立南陽高等学校 ○ 81 中元寺　遥子 宮崎 宮崎県立佐土原高等学校 ○
17 27 近藤　沙樹 鳥取 米子松蔭高等学校 3.0 9.0 5.0 4.0 8.0 67 由上　真衣 奈良 奈良学園登美ヶ丘高等学校 ○ 64 堀越　茉菜 千葉 千葉県立幕張総合高等学校 ○ 6 藤原　紗羽 兵庫 兵庫県立西宮高等学校 × 60 北橋　きらり 三重 三重高等学校 ○
17 25 中村　叶愛 青森 八戸工業大学第一高等学校 3.0 9.0 5.0 4.0 8.0 65 金　濚園 愛媛 愛媛県立新居浜西高等学校 ○ 60 北橋　きらり 三重 三重高等学校 ○ 1 鈴木　千尋 熊本 熊本県立熊本高等学校 × 49 藤田　斉 兵庫 雲雀丘学園高等学校 ○
17 19 大畠　言葉 島根 島根県立松江北高等学校 3.0 9.0 5.0 4.0 8.0 59 松川　英加 山梨 駿台甲府高等学校 ○ 55 伊藤  さくら 山形 山形県立上山明新館高等学校 ○ 42 壽　希乃香 滋賀 学校法人綾羽育英会綾羽高等学校 × 45 髙橋　美彩音 新潟 新潟県立新潟高等学校 ○
20 22 三村　陽菜 京都 立命館高等学校 3.0 9.0 5.0 4.0 9.0 62 中原　莉桜 山口 山口県立徳山高等学校 ○ 56 村本　藍花 福岡 福岡県立博多青松高等学校 ○ 49 藤田　斉 兵庫 雲雀丘学園高等学校 ○ 4 都築　未佳 宮城 宮城県仙台第二高等学校 ×
21 80 安田　楓 茨城 茨城県立下妻第二高等学校 3.0 8.0 5.0 4.0 6.0 40 中澤　秀佳 神奈川 清泉女学院高等学校 × bye ○ 52 二宮 ちひろ 大分 県立大分豊府高等学校 ○ 32 野口　菜々美 福岡 福岡県立小倉西高等学校 ○
22 39 松田　幸恵 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校 3.0 8.0 5.0 4.0 7.0 79 片山　柚朱 群馬 群馬県立前橋女子高等学校 ○ 8 藤森　あかね 山梨 山梨県立甲府西高等学校 × 70 荒川　日菜子 福島 福島県立磐城高等学校 ○ 17 土井　詠心 長崎 長崎県立佐世保東翔高等学校 ○
23 35 高津　穂果 北海道 市立札幌大通高等学校 3.0 8.0 5.0 4.0 8.0 75 荻原　佑実 長野 長野県長野高等学校 ○ 5 上野　理生 山形 山形県立山形東高等学校 ○ 13 國井　真優 福島 いわき秀英高等学校 × 11 伊藤　優菜 岐阜 岐阜県立加納高等学校 ○
24 68 小原　杏菜 岩手 岩手県立花巻南高等学校 3.0 7.0 4.0 3.0 6.0 28 渡邉　百々香 千葉 千葉県立木更津高等学校 × 34 山中　百珈 石川 星稜高等学校 ○ 38 原　葵衣 埼玉 埼玉県立熊谷西高等学校 ○ 30 山下　怜寧 東京 明治学院東村山高等学校 ○
25 18 佐々木　海法 大阪 大阪府立春日丘高等学校 3.0 7.0 4.0 3.0 8.0 58 大栗　さやか 栃木 白鴎大学足利高等学校 ○ 52 二宮 ちひろ 大分 県立大分豊府高等学校 ○ 40 中澤　秀佳 神奈川 清泉女学院高等学校 × 43 萩本　夏々彩 静岡 日本大学三島高等学校 ○
26 77 馬立　紅 神奈川 中央大学附属横浜高等学校 3.0 5.0 2.0 2.0 6.0 37 冨岡　彩羽 岡山 倉敷高等学校 × 48 鹿内　風希 青森 青森県立青森東高等学校 ○ 51 森島　なのは 福井 福井県立高志高等学校 ○ 12 豊田　薫望 佐賀 早稲田佐賀高等学校 ○
27 46 河野　真尋 滋賀 滋賀県立彦根東高等学校 2.0 11.0 4.0 5.0 5.0 6 藤原　紗羽 兵庫 兵庫県立西宮高等学校 × 75 荻原　佑実 長野 長野県長野高等学校 ○ 76 村田　侑空 北海道 北海道函館中部高等学校 ○ 23 川西 彩遥 広島 広島修道大学ひろしま協創高等学校 ×
28 32 野口　菜々美 福岡 福岡県立小倉西高等学校 2.0 11.0 4.0 5.0 6.0 72 林 水優 愛知 愛知県立岡崎北高等学校 ○ 1 鈴木　千尋 熊本 熊本県立熊本高等学校 × 61 春田　浩奈 静岡 静岡県立掛川西高等学校 ○ 80 安田　楓 茨城 茨城県立下妻第二高等学校 ×
29 26 安西 伊吹 大分 大分東明高等学校 2.0 11.0 4.0 5.0 7.0 66 高橋　怜 宮城 宮城県仙台第一高等学校 ○ 61 春田　浩奈 静岡 静岡県立掛川西高等学校 ○ 4 都築　未佳 宮城 宮城県仙台第二高等学校 × 57 河本　七海 岡山 岡山県立総社高等学校 ×
30 64 堀越　茉菜 千葉 千葉県立幕張総合高等学校 2.0 10.0 4.0 5.0 6.0 24 唐澤　優佳 長野 長野県伊那北高等学校 ○ 27 近藤　沙樹 鳥取 米子松蔭高等学校 × 36 大槻　佳奈 群馬 群馬県立前橋女子高等学校 ○ 29 大村　一華 三重 三重高等学校 ×
31 11 伊藤　優菜 岐阜 岐阜県立加納高等学校 2.0 10.0 3.0 5.0 6.0 51 森島　なのは 福井 福井県立高志高等学校 ○ 42 壽　希乃香 滋賀 学校法人綾羽育英会綾羽高等学校 × 55 伊藤  さくら 山形 山形県立上山明新館高等学校 ○ 35 高津　穂果 北海道 市立札幌大通高等学校 ×
32 14 中城　綾華 高知 高知工業高等専門学校 2.0 9.0 4.0 4.0 6.0 54 児玉　みやび 鹿児島 鹿児島県立甲南高等学校 ○ 49 藤田　斉 兵庫 雲雀丘学園高等学校 × 56 村本　藍花 福岡 福岡県立博多青松高等学校 ○ 37 冨岡　彩羽 岡山 倉敷高等学校 ×
33 43 萩本　夏々彩 静岡 日本大学三島高等学校 2.0 9.0 3.0 5.0 6.0 3 山本　寧々 茨城 茨城県立日立第一高等学校 ○ 13 國井　真優 福島 いわき秀英高等学校 × 72 林 水優 愛知 愛知県立岡崎北高等学校 ○ 18 佐々木　海法 大阪 大阪府立春日丘高等学校 ×
34 30 山下　怜寧 東京 明治学院東村山高等学校 2.0 9.0 3.0 5.0 7.0 70 荒川　日菜子 福島 福島県立磐城高等学校 ○ 81 中元寺　遥子 宮崎 宮崎県立佐土原高等学校 ○ 8 藤森　あかね 山梨 山梨県立甲府西高等学校 × 68 小原　杏菜 岩手 岩手県立花巻南高等学校 ×
35 36 大槻　佳奈 群馬 群馬県立前橋女子高等学校 2.0 9.0 3.0 4.0 5.0 76 村田　侑空 北海道 北海道函館中部高等学校 ○ 6 藤原　紗羽 兵庫 兵庫県立西宮高等学校 × 64 堀越　茉菜 千葉 千葉県立幕張総合高等学校 × 65 金　濚園 愛媛 愛媛県立新居浜西高等学校 ○
36 10 太田　若那 香川 高松第一高等学校 2.0 9.0 2.0 5.0 6.0 50 吉田　莉子 岐阜 富田高等学校 ○ 40 中澤　秀佳 神奈川 清泉女学院高等学校 × 54 児玉　みやび 鹿児島 鹿児島県立甲南高等学校 ○ 42 壽　希乃香 滋賀 学校法人綾羽育英会綾羽高等学校 ×
37 75 荻原　佑実 長野 長野県長野高等学校 2.0 8.0 3.0 4.0 3.0 35 高津　穂果 北海道 市立札幌大通高等学校 × 46 河野　真尋 滋賀 滋賀県立彦根東高等学校 × bye ○ 53 吉村　絵里 石川 石川県立翠星高等学校 ○
38 66 高橋　怜 宮城 宮城県仙台第一高等学校 2.0 8.0 3.0 4.0 4.0 26 安西 伊吹 大分 大分東明高等学校 × 24 唐澤　優佳 長野 長野県伊那北高等学校 ○ 37 冨岡　彩羽 岡山 倉敷高等学校 × 38 原　葵衣 埼玉 埼玉県立熊谷西高等学校 ○
39 81 中元寺　遥子 宮崎 宮崎県立佐土原高等学校 2.0 8.0 3.0 4.0 6.0 bye ○ 30 山下　怜寧 東京 明治学院東村山高等学校 × 53 吉村　絵里 石川 石川県立翠星高等学校 ○ 33 及川　瑞希 岩手 岩手県立盛岡第一高等学校 ×
40 49 藤田　斉 兵庫 雲雀丘学園高等学校 2.0 8.0 2.0 5.0 7.0 9 宮原　百花 山口 山口県立下関西高等学校 ○ 14 中城　綾華 高知 高知工業高等専門学校 ○ 22 三村　陽菜 京都 立命館高等学校 × 25 中村　叶愛 青森 八戸工業大学第一高等学校 ×
41 17 土井　詠心 長崎 長崎県立佐世保東翔高等学校 2.0 8.0 2.0 4.0 5.0 57 河本　七海 岡山 岡山県立総社高等学校 × 62 中原　莉桜 山口 山口県立徳山高等学校 ○ 58 大栗　さやか 栃木 白鴎大学足利高等学校 ○ 39 松田　幸恵 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校 ×
42 61 春田　浩奈 静岡 静岡県立掛川西高等学校 2.0 7.0 3.0 4.0 5.0 21 白尾　彩也香 鹿児島 鹿児島県立鶴丸高等学校 ○ 26 安西 伊吹 大分 大分東明高等学校 × 32 野口　菜々美 福岡 福岡県立小倉西高等学校 × 31 竹内　優里菜 福井 福井県立金津高等学校 ○
43 45 髙橋　美彩音 新潟 新潟県立新潟高等学校 2.0 7.0 3.0 3.0 5.0 5 上野　理生 山形 山形県立山形東高等学校 × 73 小沼　紗弥 東京 錦城高等学校 ○ 74 吉田　夕那 埼玉 細田学園高等学校 ○ 19 大畠　言葉 島根 島根県立松江北高等学校 ×
44 21 白尾　彩也香 鹿児島 鹿児島県立鶴丸高等学校 2.0 7.0 2.0 3.0 4.0 61 春田　浩奈 静岡 静岡県立掛川西高等学校 × 65 金　濚園 愛媛 愛媛県立新居浜西高等学校 ○ 57 河本　七海 岡山 岡山県立総社高等学校 × 58 大栗　さやか 栃木 白鴎大学足利高等学校 ○
45 74 吉田　夕那 埼玉 細田学園高等学校 2.0 7.0 2.0 3.0 5.0 34 山中　百珈 石川 星稜高等学校 ○ 29 大村　一華 三重 三重高等学校 × 45 髙橋　美彩音 新潟 新潟県立新潟高等学校 × 52 二宮 ちひろ 大分 県立大分豊府高等学校 ○
45 56 村本　藍花 福岡 福岡県立博多青松高等学校 2.0 7.0 2.0 3.0 5.0 16 熊谷　光紗 徳島 徳島市立高等学校 ○ 22 三村　陽菜 京都 立命館高等学校 × 14 中城　綾華 高知 高知工業高等専門学校 × 15 小田　千桜 栃木 白鴎大学足利高等学校 ○
45 55 伊藤  さくら 山形 山形県立上山明新館高等学校 2.0 7.0 2.0 3.0 5.0 15 小田　千桜 栃木 白鴎大学足利高等学校 ○ 19 大畠　言葉 島根 島根県立松江北高等学校 × 11 伊藤　優菜 岐阜 岐阜県立加納高等学校 × 16 熊谷　光紗 徳島 徳島市立高等学校 ○
48 63 日野　実咲 京都 京都府立南陽高等学校 2.0 7.0 1.0 4.0 4.0 23 川西 彩遥 広島 広島修道大学ひろしま協創高等学校 × 20 源　梓 和歌山 和歌山県立海南高等学校 ○ 33 及川　瑞希 岩手 岩手県立盛岡第一高等学校 × 34 山中　百珈 石川 星稜高等学校 ○
49 79 片山　柚朱 群馬 群馬県立前橋女子高等学校 2.0 7.0 1.0 4.0 5.0 39 松田　幸恵 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校 × 50 吉田　莉子 岐阜 富田高等学校 ○ 3 山本　寧々 茨城 茨城県立日立第一高等学校 ○ 28 渡邉　百々香 千葉 千葉県立木更津高等学校 ×
50 60 北橋　きらり 三重 三重高等学校 2.0 7.0 1.0 4.0 6.0 20 源　梓 和歌山 和歌山県立海南高等学校 ○ 25 中村　叶愛 青森 八戸工業大学第一高等学校 × 31 竹内　優里菜 福井 福井県立金津高等学校 ○ 27 近藤　沙樹 鳥取 米子松蔭高等学校 ×
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最終予選結果表
1R 2R 3R 4R

順位 選手No 選手名 県名 学校名 勝ち数 ブックホルツ バーガー メディアン プログレス No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗 No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗 No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗 No 相手
選手名 相手
県名 相手
学校名 勝敗
51 76 村田　侑空 北海道 北海道函館中部高等学校 2.0 6.0 2.0 4.0 4.0 36 大槻　佳奈 群馬 群馬県立前橋女子高等学校 × 47 田中　葉月 香川 高松第一高等学校 ○ 46 河野　真尋 滋賀 滋賀県立彦根東高等学校 × 9 宮原　百花 山口 山口県立下関西高等学校 ○
52 24 唐澤　優佳 長野 長野県伊那北高等学校 2.0 6.0 2.0 3.0 3.0 64 堀越　茉菜 千葉 千葉県立幕張総合高等学校 × 66 高橋　怜 宮城 宮城県仙台第一高等学校 × 67 由上　真衣 奈良 奈良学園登美ヶ丘高等学校 ○ 59 松川　英加 山梨 駿台甲府高等学校 ○
53 72 林 水優 愛知 愛知県立岡崎北高等学校 2.0 6.0 2.0 3.0 4.0 32 野口　菜々美 福岡 福岡県立小倉西高等学校 × 44 光山 千尋 徳島 徳島県立富岡西高校学校 ○ 43 萩本　夏々彩 静岡 日本大学三島高等学校 × 51 森島　なのは 福井 福井県立高志高等学校 ○
53 54 児玉　みやび 鹿児島 鹿児島県立甲南高等学校 2.0 6.0 2.0 3.0 4.0 14 中城　綾華 高知 高知工業高等専門学校 × 12 豊田　薫望 佐賀 早稲田佐賀高等学校 ○ 10 太田　若那 香川 高松第一高等学校 × 5 上野　理生 山形 山形県立山形東高等学校 ○
55 47 田中　葉月 香川 高松第一高等学校 2.0 6.0 1.0 3.0 3.0 7 大田　暖乃 愛知 東海国立大学機構名古屋大学教育学部附属中・高等学校 × 76 村田　侑空 北海道 北海道函館中部高等学校 × 9 宮原　百花 山口 山口県立下関西高等学校 ○ 70 荒川　日菜子 福島 福島県立磐城高等学校 ○
56 69 津田　朋華 熊本 尚絅高等学校 2.0 5.0 1.0 2.0 3.0 29 大村　一華 三重 三重高等学校 × 38 原　葵衣 埼玉 埼玉県立熊谷西高等学校 × 41 平澤　響 東京 錦城高等学校 ○ 44 光山 千尋 徳島 徳島県立富岡西高校学校 ○
57 38 原　葵衣 埼玉 埼玉県立熊谷西高等学校 1.0 11.0 2.0 5.0 3.0 78 榊　菜吟 大阪 大阪夕陽丘学園高等学校 × 69 津田　朋華 熊本 尚絅高等学校 ○ 68 小原　杏菜 岩手 岩手県立花巻南高等学校 × 66 高橋　怜 宮城 宮城県仙台第一高等学校 ×
58 5 上野　理生 山形 山形県立山形東高等学校 1.0 11.0 2.0 5.0 4.0 45 髙橋　美彩音 新潟 新潟県立新潟高等学校 ○ 35 高津　穂果 北海道 市立札幌大通高等学校 × 71 𠮷川　惠 広島 広島市立広島みらい創生高等学校 × 54 児玉　みやび 鹿児島 鹿児島県立甲南高等学校 ×
59 59 松川　英加 山梨 駿台甲府高等学校 1.0 9.0 1.0 5.0 3.0 19 大畠　言葉 島根 島根県立松江北高等学校 × 15 小田　千桜 栃木 白鴎大学足利高等学校 ○ 28 渡邉　百々香 千葉 千葉県立木更津高等学校 × 24 唐澤　優佳 長野 長野県伊那北高等学校 ×
60 52 二宮 ちひろ 大分 県立大分豊府高等学校 1.0 9.0 1.0 5.0 4.0 12 豊田　薫望 佐賀 早稲田佐賀高等学校 ○ 18 佐々木　海法 大阪 大阪府立春日丘高等学校 × 80 安田　楓 茨城 茨城県立下妻第二高等学校 × 74 吉田　夕那 埼玉 細田学園高等学校 ×
61 44 光山 千尋 徳島 徳島県立富岡西高校学校 1.0 9.0 1.0 4.0 2.0 4 都築　未佳 宮城 宮城県仙台第二高等学校 × 72 林 水優 愛知 愛知県立岡崎北高等学校 × 2 四方　梓紗 奈良 奈良県立青翔高等学校 ○ 69 津田　朋華 熊本 尚絅高等学校 ×
62 31 竹内　優里菜 福井 福井県立金津高等学校 1.0 9.0 1.0 4.0 3.0 71 𠮷川　惠 広島 広島市立広島みらい創生高等学校 × 67 由上　真衣 奈良 奈良学園登美ヶ丘高等学校 ○ 60 北橋　きらり 三重 三重高等学校 × 61 春田　浩奈 静岡 静岡県立掛川西高等学校 ×
63 2 四方　梓紗 奈良 奈良県立青翔高等学校 1.0 9.0 0.0 5.0 1.0 42 壽　希乃香 滋賀 学校法人綾羽育英会綾羽高等学校 × 78 榊　菜吟 大阪 大阪夕陽丘学園高等学校 × 44 光山 千尋 徳島 徳島県立富岡西高校学校 × 48 鹿内　風希 青森 青森県立青森東高等学校 ○
64 73 小沼　紗弥 東京 錦城高等学校 1.0 8.0 2.0 4.0 1.0 33 及川　瑞希 岩手 岩手県立盛岡第一高等学校 × 45 髙橋　美彩音 新潟 新潟県立新潟高等学校 × 34 山中　百珈 石川 星稜高等学校 × bye ○
65 34 山中　百珈 石川 星稜高等学校 1.0 8.0 1.0 4.0 2.0 74 吉田　夕那 埼玉 細田学園高等学校 × 68 小原　杏菜 岩手 岩手県立花巻南高等学校 × 73 小沼　紗弥 東京 錦城高等学校 ○ 63 日野　実咲 京都 京都府立南陽高等学校 ×
66 58 大栗　さやか 栃木 白鴎大学足利高等学校 1.0 8.0 1.0 4.0 3.0 18 佐々木　海法 大阪 大阪府立春日丘高等学校 × 16 熊谷　光紗 徳島 徳島市立高等学校 ○ 17 土井　詠心 長崎 長崎県立佐世保東翔高等学校 × 21 白尾　彩也香 鹿児島 鹿児島県立鶴丸高等学校 ×
66 51 森島　なのは 福井 福井県立高志高等学校 1.0 8.0 1.0 4.0 3.0 11 伊藤　優菜 岐阜 岐阜県立加納高等学校 × 3 山本　寧々 茨城 茨城県立日立第一高等学校 ○ 77 馬立　紅 神奈川 中央大学附属横浜高等学校 × 72 林 水優 愛知 愛知県立岡崎北高等学校 ×
68 65 金　濚園 愛媛 愛媛県立新居浜西高等学校 1.0 7.0 0.0 4.0 2.0 25 中村　叶愛 青森 八戸工業大学第一高等学校 × 21 白尾　彩也香 鹿児島 鹿児島県立鶴丸高等学校 × 20 源　梓 和歌山 和歌山県立海南高等学校 ○ 36 大槻　佳奈 群馬 群馬県立前橋女子高等学校 ×
69 70 荒川　日菜子 福島 福島県立磐城高等学校 1.0 7.0 0.0 4.0 3.0 30 山下　怜寧 東京 明治学院東村山高等学校 × 41 平澤　響 東京 錦城高等学校 ○ 39 松田　幸恵 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校 × 47 田中　葉月 香川 高松第一高等学校 ×
69 53 吉村　絵里 石川 石川県立翠星高等学校 1.0 7.0 0.0 4.0 3.0 13 國井　真優 福島 いわき秀英高等学校 × 9 宮原　百花 山口 山口県立下関西高等学校 ○ 81 中元寺　遥子 宮崎 宮崎県立佐土原高等学校 × 75 荻原　佑実 長野 長野県長野高等学校 ×
71 16 熊谷　光紗 徳島 徳島市立高等学校 1.0 6.0 1.0 3.0 2.0 56 村本　藍花 福岡 福岡県立博多青松高等学校 × 58 大栗　さやか 栃木 白鴎大学足利高等学校 × 62 中原　莉桜 山口 山口県立徳山高等学校 ○ 55 伊藤  さくら 山形 山形県立上山明新館高等学校 ×
72 67 由上　真衣 奈良 奈良学園登美ヶ丘高等学校 1.0 6.0 0.0 3.0 1.0 27 近藤　沙樹 鳥取 米子松蔭高等学校 × 31 竹内　優里菜 福井 福井県立金津高等学校 × 24 唐澤　優佳 長野 長野県伊那北高等学校 × 41 平澤　響 東京 錦城高等学校 ○
72 62 中原　莉桜 山口 山口県立徳山高等学校 1.0 6.0 0.0 3.0 1.0 22 三村　陽菜 京都 立命館高等学校 × 17 土井　詠心 長崎 長崎県立佐世保東翔高等学校 × 16 熊谷　光紗 徳島 徳島市立高等学校 × 20 源　梓 和歌山 和歌山県立海南高等学校 ○
74 12 豊田　薫望 佐賀 早稲田佐賀高等学校 1.0 6.0 0.0 3.0 2.0 52 二宮 ちひろ 大分 県立大分豊府高等学校 × 54 児玉　みやび 鹿児島 鹿児島県立甲南高等学校 × 48 鹿内　風希 青森 青森県立青森東高等学校 ○ 77 馬立　紅 神奈川 中央大学附属横浜高等学校 ×
75 3 山本　寧々 茨城 茨城県立日立第一高等学校 1.0 5.0 0.0 3.0 1.0 43 萩本　夏々彩 静岡 日本大学三島高等学校 × 51 森島　なのは 福井 福井県立高志高等学校 × 79 片山　柚朱 群馬 群馬県立前橋女子高等学校 × 50 吉田　莉子 岐阜 富田高等学校 ○
76 15 小田　千桜 栃木 白鴎大学足利高等学校 1.0 5.0 0.0 3.0 2.0 55 伊藤  さくら 山形 山形県立上山明新館高等学校 × 59 松川　英加 山梨 駿台甲府高等学校 × 50 吉田　莉子 岐阜 富田高等学校 ○ 56 村本　藍花 福岡 福岡県立博多青松高等学校 ×
77 48 鹿内　風希 青森 青森県立青森東高等学校 0.0 8.0 0.0 4.0 0.0 8 藤森　あかね 山梨 山梨県立甲府西高等学校 × 77 馬立　紅 神奈川 中央大学附属横浜高等学校 × 12 豊田　薫望 佐賀 早稲田佐賀高等学校 × 2 四方　梓紗 奈良 奈良県立青翔高等学校 ×
78 41 平澤　響 東京 錦城高等学校 0.0 8.0 0.0 3.0 0.0 1 鈴木　千尋 熊本 熊本県立熊本高等学校 × 70 荒川　日菜子 福島 福島県立磐城高等学校 × 69 津田　朋華 熊本 尚絅高等学校 × 67 由上　真衣 奈良 奈良学園登美ヶ丘高等学校 ×
79 9 宮原　百花 山口 山口県立下関西高等学校 0.0 7.0 0.0 4.0 0.0 49 藤田　斉 兵庫 雲雀丘学園高等学校 × 53 吉村　絵里 石川 石川県立翠星高等学校 × 47 田中　葉月 香川 高松第一高等学校 × 76 村田　侑空 北海道 北海道函館中部高等学校 ×
80 50 吉田　莉子 岐阜 富田高等学校 0.0 6.0 0.0 3.0 0.0 10 太田　若那 香川 高松第一高等学校 × 79 片山　柚朱 群馬 群馬県立前橋女子高等学校 × 15 小田　千桜 栃木 白鴎大学足利高等学校 × 3 山本　寧々 茨城 茨城県立日立第一高等学校 ×
80 20 源　梓 和歌山 和歌山県立海南高等学校 0.0 6.0 0.0 3.0 0.0 60 北橋　きらり 三重 三重高等学校 × 63 日野　実咲 京都 京都府立南陽高等学校 × 65 金　濚園 愛媛 愛媛県立新居浜西高等学校 × 62 中原　莉桜 山口 山口県立徳山高等学校 ×


