
▼ 男子団体戦出場校 登録No1 選手一覧 （男子個人戦出場選手） ▼ 女子団体戦出場校 登録No1 選手一覧 （女子個人戦出場選手）

地区 都道府県
地区
順位

学校名 団体登録№1 地区 都道府県
地区
順位

学校名 団体登録№1

北海道地区 北海道 1 北海道科学大学高等学校 小谷　和生 北海道地区 北海道 1 札幌光星高等学校 小坂　麻陽

北海道地区 北海道 2 札幌光星高等学校 山澤　世那 北海道地区 北海道 2 北星学園女子中学高等学校 山内　心和

北海道地区 北海道 3 帯広北高等学校 渡邊　来翔 北海道地区 北海道 3 函館白百合学園高等学校 池田　樹花

東北地区 宮城県 1 仙台育英学園高等学校 五十嵐　涼太 東北地区 宮城県 1 仙台育英学園高等学校 夜野　光莉

東北地区 岩手県 2 岩手高等学校 金　桜汰 東北地区 秋田県 2 聖霊女子短期大学付属高等学校 泉　穂乃花

東北地区 山形県 3 日本大学山形高等学校 小川　郁哉 東北地区 山形県 3 山形県立寒河江高等学校 阿部　咲楽

東北地区 岩手県 4 岩手県立盛岡第四高等学校 畑中　秀 東北地区 福島県 4 福島県立磐城高等学校 込山　晃子

東北地区 宮城県 5 東北学院高等学校 五十嵐　昊也 東北地区 岩手県 5 岩手県立盛岡第四高等学校 八重樫　瑠子

関東地区 神奈川県 1 法政大学第二高等学校 大森　瀬那 関東地区 埼玉県 1 浦和麗明高等学校 大脇　結衣

関東地区 神奈川県 2 湘南工科大学附属高等学校 早田　匡成 関東地区 神奈川県 2 白鵬女子高等学校 藤田　真由

関東地区 栃木県 3 足利大学附属高等学校 海野　優輝 関東地区 神奈川県 3 法政大学第二高等学校 大吉　向空

関東地区 東京都 4 東海大学菅生高等学校 西方　広優 関東地区 千葉県 4 東京学館浦安高等学校 田邉　紗瑛

関東地区 千葉県 5 東京学館浦安高等学校 寺島　拓斗 関東地区 東京都 5 早稲田実業学校 伊東　磨希

関東地区 千葉県 6 東葉高等学校 細野　暖 関東地区 東京都 6 日本大学鶴ヶ丘高等学校 佐藤　弘夏

関東地区 埼玉県 7 浦和麗明高等学校 轟　佑介 関東地区 千葉県 7 東葉高等学校 岩田　莉子

関東地区 群馬県 8 高崎商科大学附属高等学校 澤入　春斗 関東地区 茨城県 8 東洋大学附属牛久高等学校 齋藤　咲希

関東地区 東京都 9 日本大学第三高等学校 大舘　一輝 関東地区 山梨県 9 山梨学院高等学校 穴水　姫奈乃

北信越地区 福井県 1 敦賀気比高等学校 岩下　健人 関東地区 群馬県 10 太田市立太田高等学校 小林　杏里紗

北信越地区 福井県 2 北陸高等学校 篭田　稜久 北信越地区 長野県 1 松商学園高等学校 𠮷田　琴美

北信越地区 長野県 3 松商学園高等学校 山田　麗生 北信越地区 福井県 2 仁愛女子高等学校 明場　凛

北信越地区 新潟県 4 東京学館新潟高等学校 水澤　康生 北信越地区 新潟県 3 新潟第一高等学校 畑川　ひかり

北信越地区 石川県 5 金沢高等学校 染谷　柊真 北信越地区 石川県 4 北陸学院高等学校 田中　愛純

北信越地区 富山県 6 富山第一高等学校 小野　陽杜 北信越地区 石川県 5 金沢高等学校 北村　海遥

東海地区 三重県 1 三重県立四日市工業高等学校 本山　知苑 北信越地区 長野県 6 長野県松本県ヶ丘高等学校 町田　莉良

東海地区 岐阜県 2 麗澤瑞浪高等学校 桃山　晃 北信越地区 富山県 7 富山県立富山北部高等学校 加藤　萌愛

東海地区 愛知県 3 名古屋経済大学市邨高等学校 稲川　了介 東海地区 三重県 1 三重県立四日市商業高等学校 林　妃鞠

東海地区 愛知県 4 名古屋高等学校 河田　健太 東海地区 静岡県 2 浜松市立高等学校 二宮　茉子

東海地区 静岡県 5 日本大学三島高等学校 久津輪　勇介 東海地区 岐阜県 3 岐阜県立岐阜商業高等学校 向山　莉央

東海地区 静岡県 6 磐田東高等学校 三坂　悠真 東海地区 静岡県 4 静岡市立高等学校 鈴木　陽和

東海地区 岐阜県 7 岐阜県立岐阜商業高等学校 可児　優希 東海地区 愛知県 5 愛知啓成高等学校 亀谷　真海

近畿地区 兵庫県 1 相生学院高等学校 山本　夏生 東海地区 愛知県 6 椙山女学園高等学校 山内　華乃

近畿地区 大阪府 2 近畿大学附属高等学校 南光　祥大 東海地区 岐阜県 7 岐阜県立加納高等学校 白橋　乃詠

近畿地区 京都府 3 東山高等学校 﨑山　耀登 東海地区 三重県 8 三重県立四日市西高等学校 坂田　桃花

近畿地区 兵庫県 4 関西学院高等部 古西　雄翔 近畿地区 兵庫県 1 相生学院高等学校 里　菜央

近畿地区 滋賀県 5 光泉カトリック高等学校 森田　竜ノ介 近畿地区 京都府 2 京都外大西高等学校 江馬　心美

近畿地区 大阪府 6 興國高等学校 打田　剛士 近畿地区 大阪府 3 浪速高等学校 下野　澪

近畿地区 奈良県 7 奈良育英高等学校 渡辺　直生 近畿地区 京都府 4 同志社国際高等学校 新井　愛莉

中国地区 岡山県 1 関西高等学校 遊川　大和 近畿地区 大阪府 5 城南学園高等学校 奥谷　梨那

中国地区 岡山県 2 岡山理科大学附属高等学校 藤原　和古 近畿地区 兵庫県 6 園田学園高等学校 森下　杏

中国地区 島根県 3 開星高等学校 木村　優生 近畿地区 奈良県 7 奈良育英高等学校 新部　実咲

中国地区 広島県 4 広島国際学院高等学校 酒井　和 中国地区 広島県 1 山陽女学園高等部 上野　梨咲

中国地区 山口県 5 山口県立西京高等学校 岩尾　大成 中国地区 岡山県 2 岡山学芸館高等学校 河野　望奈

四国地区 香川県 1 香川県立高松北高等学校 楠　波琉音 中国地区 山口県 3 野田学園高等学校 網田　永遠希

四国地区 愛媛県 2 新田高等学校 伊藤　拓 中国地区 岡山県 4 山陽学園高等学校 戸坂　文音

四国地区 徳島県 3 徳島県立城南高等学校 松田　悠晏 中国地区 広島県 5 安田女子高等学校 濱本　弥

四国地区 愛媛県 4 愛媛県立松山東高等学校 関谷　空 中国地区 山口県 6 山口県立西京高等学校 弘　咲花

四国地区 香川県 5 英明高等学校 美馬　蒼司 四国地区 徳島県 1 徳島県立徳島商業高等学校 中海　歩夢

四国地区 高知県 6 高知高等学校 西原　大海 四国地区 香川県 2 香川県立高松北高等学校 淵崎　絢

九州地区 福岡県 1 柳川高等学校 武方　駿哉 四国地区 愛媛県 3 新田高等学校 石川　璃星

九州地区 大分県 2 大分県立大分舞鶴高等学校 川上　慶槇 四国地区 高知県 4 高知高等学校 平野　礼菜

九州地区 鹿児島県 3 鳳凰高等学校 石橋　侑依 九州地区 宮崎県 1 宮崎県立宮崎商業高等学校 飛松　杏奈

九州地区 福岡県 4 沖縄尚学高等学校 喜久川　楓 九州地区 鹿児島県 2 鳳凰高等学校 岡村　凜那

九州地区 宮崎県 5 宮崎県立佐土原高等学校 大岐　優斗 九州地区 沖縄県 3 沖縄尚学高等学校 水口　由貴

九州地区 長崎県 6 海星高等学校 渡邉　陽太 九州地区 福岡県 4 第一薬科大学付属高等学校 住吉　凜

九州地区 福岡県 7 折尾愛真高等学校 岩本　京 九州地区 大分県 5 福徳学院高等学校 畑田　優奈

九州地区 大分県 8 大分県立大分鶴崎高等学校 川邉　一真 九州地区 鹿児島県 6 鹿児島純心女子高等学校 横村　日花里


