
＜男子団体＞ 　 ＜女子団体＞

都道府県 学 校 名 立順 都道府県 学 校 名 立順

北海道 北海道北見柏陽高等学校 40 北海道 北海道網走南ヶ丘高等学校 10

北海道 北海道札幌英藍高等学校 12 北海道 北海道小樽潮陵高等学校 44

青　森 青森県立八戸工業高等学校 50 青　森 弘前学院聖愛高等学校 24

岩　手 岩手県立福岡高等学校 15 岩　手 岩手県立福岡高等学校 29

宮　城 東北学院高等学校 44 宮　城 宮城県石巻西高等学校 5

秋　田 秋田県立本荘高等学校 29 秋　田 秋田県立大館桂桜高等学校 11

山　形 山形県立酒田光陵高等学校 21 山　形 山形県立米沢興譲館高等学校 47

福　島 福島県立会津工業高等学校 43 福　島 福島県立川俣高等学校 28

茨　城 茨城県立日立北高等学校 49 茨　城 茨城県立水戸第二高等学校 15

栃　木 足利大学附属高等学校 33 栃　木 栃木県立鹿沼東高等学校 39

栃　木 作新学院高等学校 8 栃　木 作新学院高等学校 26

群　馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校 14 群　馬 前橋市立前橋高等学校 7

埼　玉 埼玉県立川越総合高等学校 24 埼　玉 埼玉県立深谷第一高等学校 2

千　葉 千葉県立幕張総合高等学校 13 千　葉 千葉県立銚子高等学校 19

東　京 城北学園城北高等学校 45 東　京 吉祥女子高等学校 17

神奈川 神奈川県立山北高等学校 1 神奈川 神奈川県立厚木高等学校 22

山　梨 山梨県立甲府工業高等学校 4 山　梨 山梨県立富士北稜高等学校 45

新　潟 新潟明訓高等学校 34 新　潟 新潟県立三条高等学校 6

長　野 長野県塩尻志学館高等学校 18 長　野 長野県赤穂高等学校 9

富　山 富山県立高岡工芸高等学校 28 富　山 富山県立富山いずみ高等学校 13

石　川 石川県立鶴来高等学校 52 石　川 星稜高等学校 43

福　井 福井県立武生工業高等学校 5 福　井 福井県立丹生高等学校 18

静　岡 静岡県立掛川工業高等学校 26 静　岡 静岡県立焼津中央高等学校 14

愛　知 愛知県立豊田西高等学校 23 愛　知 桜丘学園桜丘高等学校 51

愛　知 愛知県立豊橋東高等学校 47 愛　知 愛知県立成章高等学校 4

岐　阜 岐阜県立大垣商業高等学校 42 岐　阜 岐阜県立大垣商業高等学校 40

三　重 鈴鹿工業高等専門学校 11 三　重 四日市メリノール学院高等学校 1

滋　賀 滋賀県立彦根翔西館高等学校 20 滋　賀 滋賀県立大津商業高等学校 46

京　都 京都府立桂高等学校 46 滋　賀 滋賀県立水口高等学校 16

京　都 京都外大西高等学校 10 京　都 京都外大西高等学校 32

大　阪 浪速高等学校 41 大　阪 浪速高等学校 52

兵　庫 三田学園高等学校 27 兵　庫 三田学園高等学校 8

奈　良 奈良県立橿原高等学校 7 奈　良 奈良県立平城高等学校 38

和歌山 和歌山県立日髙高等学校 31 和歌山 和歌山県立日髙高等学校 23

鳥　取 鳥取県立境港総合技術高等学校 30 鳥　取 鳥取県立倉吉西高等学校 50

島　根 島根県立出雲高等学校 48 島　根 島根県立出雲高等学校 49

岡　山 岡山県立岡山工業高等学校 3 岡　山 岡山県立瀬戸高等学校 12

岡　山 岡山県立倉敷青陵高等学校 38 岡　山 岡山県立岡山工業高等学校 36

広　島 広島市立美鈴が丘高等学校 36 広　島 広島県立広島工業高等学校 34

山　口 山口県立下松工業高等学校 32 山　口 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 37

香　川 香川県立丸亀城西高等学校 25 香　川 香川県立小豆島中央高等学校 21

徳　島 徳島県立阿波高等学校 6 徳　島 徳島市立高等学校 3

高　知 高知高等学校 37 高　知 高知県立安芸高等学校 35

愛　媛 愛媛県立今治工業高等学校 35 愛　媛 愛媛県立松山南高等学校 33

福　岡 祐誠高等学校 2 福　岡 祐誠高等学校 42

佐　賀 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 22 佐　賀 佐賀県立唐津東高等学校 48

長　崎 長崎南山高等学校 39 長　崎 長崎県立諫早農業高等学校 25

熊　本 熊本県立八代工業高等学校 51 熊　本 秀岳館高等学校 41

大　分 大分県立日田高等学校 19 大　分 大分県立情報科学高等学校 27

宮　崎 宮崎県立宮崎工業高等学校 16 宮　崎 宮崎県立宮崎商業高等学校 20

鹿児島 鹿児島県立出水工業高等学校 17 鹿児島 鹿児島県立加治木高等学校 30

沖　縄 沖縄県立沖縄工業高等学校 9 沖　縄 沖縄県立小禄高等学校 31
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＜男子団体＞ 　 ＜女子団体＞
都道府県 学 校 名 立順 都道府県 学 校 名 立順

神奈川 神奈川県立山北高等学校 1 三　重 四日市メリノール学院高等学校 1

福　岡 祐誠高等学校 2 埼　玉 埼玉県立深谷第一高等学校 2

岡　山 岡山県立岡山工業高等学校 3 徳　島 徳島市立高等学校 3

山　梨 山梨県立甲府工業高等学校 4 愛　知 愛知県立成章高等学校 4

福　井 福井県立武生工業高等学校 5 宮　城 宮城県石巻西高等学校 5

徳　島 徳島県立阿波高等学校 6 新　潟 新潟県立三条高等学校 6

奈　良 奈良県立橿原高等学校 7 群　馬 前橋市立前橋高等学校 7

栃　木 作新学院高等学校 8 兵　庫 三田学園高等学校 8

沖　縄 沖縄県立沖縄工業高等学校 9 長　野 長野県赤穂高等学校 9

京　都 京都外大西高等学校 10 北海道 北海道網走南ヶ丘高等学校 10

三　重 鈴鹿工業高等専門学校 11 秋　田 秋田県立大館桂桜高等学校 11

北海道 北海道札幌英藍高等学校 12 岡　山 岡山県立瀬戸高等学校 12

千　葉 千葉県立幕張総合高等学校 13 富　山 富山県立富山いずみ高等学校 13

群　馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校 14 静　岡 静岡県立焼津中央高等学校 14

岩　手 岩手県立福岡高等学校 15 茨　城 茨城県立水戸第二高等学校 15

宮　崎 宮崎県立宮崎工業高等学校 16 滋　賀 滋賀県立水口高等学校 16

鹿児島 鹿児島県立出水工業高等学校 17 東　京 吉祥女子高等学校 17

長　野 長野県塩尻志学館高等学校 18 福　井 福井県立丹生高等学校 18

大　分 大分県立日田高等学校 19 千　葉 千葉県立銚子高等学校 19

滋　賀 滋賀県立彦根翔西館高等学校 20 宮　崎 宮崎県立宮崎商業高等学校 20

山　形 山形県立酒田光陵高等学校 21 香　川 香川県立小豆島中央高等学校 21

佐　賀 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 22 神奈川 神奈川県立厚木高等学校 22

愛　知 愛知県立豊田西高等学校 23 和歌山 和歌山県立日髙高等学校 23

埼　玉 埼玉県立川越総合高等学校 24 青　森 弘前学院聖愛高等学校 24

香　川 香川県立丸亀城西高等学校 25 長　崎 長崎県立諫早農業高等学校 25

静　岡 静岡県立掛川工業高等学校 26 栃　木 作新学院高等学校 26

兵　庫 三田学園高等学校 27 大　分 大分県立情報科学高等学校 27

富　山 富山県立高岡工芸高等学校 28 福　島 福島県立川俣高等学校 28

秋　田 秋田県立本荘高等学校 29 岩　手 岩手県立福岡高等学校 29

鳥　取 鳥取県立境港総合技術高等学校 30 鹿児島 鹿児島県立加治木高等学校 30

和歌山 和歌山県立日髙高等学校 31 沖　縄 沖縄県立小禄高等学校 31

山　口 山口県立下松工業高等学校 32 京　都 京都外大西高等学校 32

栃　木 足利大学附属高等学校 33 愛　媛 愛媛県立松山南高等学校 33

新　潟 新潟明訓高等学校 34 広　島 広島県立広島工業高等学校 34

愛　媛 愛媛県立今治工業高等学校 35 高　知 高知県立安芸高等学校 35

広　島 広島市立美鈴が丘高等学校 36 岡　山 岡山県立岡山工業高等学校 36

高　知 高知高等学校 37 山　口 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 37

岡　山 岡山県立倉敷青陵高等学校 38 奈　良 奈良県立平城高等学校 38

長　崎 長崎南山高等学校 39 栃　木 栃木県立鹿沼東高等学校 39

北海道 北海道北見柏陽高等学校 40 岐　阜 岐阜県立大垣商業高等学校 40

大　阪 浪速高等学校 41 熊　本 秀岳館高等学校 41

岐　阜 岐阜県立大垣商業高等学校 42 福　岡 祐誠高等学校 42

福　島 福島県立会津工業高等学校 43 石　川 星稜高等学校 43

宮　城 東北学院高等学校 44 北海道 北海道小樽潮陵高等学校 44

東　京 城北学園城北高等学校 45 山　梨 山梨県立富士北稜高等学校 45

京　都 京都府立桂高等学校 46 滋　賀 滋賀県立大津商業高等学校 46

愛　知 愛知県立豊橋東高等学校 47 山　形 山形県立米沢興譲館高等学校 47

島　根 島根県立出雲高等学校 48 佐　賀 佐賀県立唐津東高等学校 48

茨　城 茨城県立日立北高等学校 49 島　根 島根県立出雲高等学校 49

青　森 青森県立八戸工業高等学校 50 鳥　取 鳥取県立倉吉西高等学校 50

熊　本 熊本県立八代工業高等学校 51 愛　知 桜丘学園桜丘高等学校 51

石　川 石川県立鶴来高等学校 52 大　阪 浪速高等学校 52

第37回全国高等学校弓道選抜大会
【団体の部】参加校一覧 立順順



 ＜男子個人＞
都道府県 学 校 名 氏 名 立順 都道府県 学 校 名 氏 名 立順

北海道 北海道足寄高等学校 白　井　大　介 9 三　重 三重県立松阪工業高等学校 小　山　絢　世 31

北海道 北海道旭川南高等学校 秋　元　陽　太 82 三　重 伊勢学園高等学校 岡　野　瑞　樹 86

北海道 駒澤大学附属苫小牧高等学校 髙　田　悠　斗 30 滋　賀 滋賀県立湖南農業高等学校 植　村　修　史 67

北海道 市立札幌新川高等学校 井　口　　　遼 58 滋　賀 滋賀県立長浜北高等学校 下　司　皓　太 7

青　森 青森県立八戸西高等学校 佐　藤　魁　星 52 京　都 京都府立桂高等学校 永　田　　　颯 8

青　森 青森県立八戸工業高等学校 高　橋　朋　希 25 京　都 京都府立洛北高等学校 堀　本　英　志 73

岩　手 盛岡市立高等学校 中　河　　　睦 80 大　阪 浪速高等学校 鈴　木　颯　太 93

岩　手 岩手県立盛岡農業高等学校 山　田　唯　翔 26 大　阪 浪速高等学校 櫻　本　想　楽 45

宮　城 宮城県泉高等学校 佐　藤　優　多 94 兵　庫 報徳学園高等学校 大河内　　　猛 50

宮　城 東北学院高等学校 伊　山　優　樹 46 兵　庫 甲南高等学校 芥川 　武　史 83

秋　田 秋田県立新屋高等学校 安　保　航　太 95 奈　良 奈良県立奈良高等学校 梶　本　俊　輔 69

秋　田 秋田県立大館桂桜高等学校 虻　川　文　哉 40 奈　良 奈良県立五條高等学校 坂　上　宗　平 19

山　形 山形県立米沢興譲館高等学校 星　野　哲　郎 68 和歌山 和歌山県立神島高等学校 大垣内　智　之 37

山　形 山形県立東桜学館高等学校 小山田　琢　朗 5 和歌山 和歌山県立新宮高等学校 塚　　　大　地 92

福　島 福島県立会津工業高等学校 佐　藤　貴　嵐 87 鳥　取 鳥取県立鳥取工業高等学校 河　村　和　紀 29

福　島 福島県立福島西高等学校 鶴　蒔　誠　也 27 鳥　取 鳥取県立境高等学校 井　田　敦　大 96

茨　城 茨城県立下妻第一高等学校 市　川　海　人 16 島　根 島根県立浜田水産高等学校 向　井　貴　大 76

茨　城 茨城県立石岡第一高等学校 千　葉　大　地 59 島　根 島根県立出雲高等学校 岡　　　瑞　葵 21

栃　木 足利大学附属高等学校 萩　原　蓮　恩 98 岡　山 岡山県立岡山一宮高等学校 青　井　正太郎 61

栃　木 足利大学附属高等学校 永　田　大　昂 36 岡　山 岡山県立倉敷天城高等学校 井　元　太　河 14

群　馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校 金　光　陸　斗 62 岡　山 岡山県立岡山工業高等学校 奥　沢　　　航 28

群　馬 前橋市立前橋高等学校 木　村　　　翔 11 岡　山 岡山県立岡山工業高等学校 岡　本　大　樹 77

埼　玉 埼玉県立秩父農工科学高等学校 鈴　村　　　旭 10 広　島 広島市立沼田高等学校 松　繁　行　恒 74

埼　玉 埼玉県立坂戸西高等学校 高　橋　郁　弥 54 広　島 広島市立美鈴が丘高等学校 森　本　將　裕 17

千　葉 千葉学芸高等学校 佐久間　大　翔 64 山　口 山口県立下松工業高等学校 片　山　隆　介 57

千　葉 銚子市立銚子高等学校 松　代　秀　真 24 山　口 山口県立宇部高等学校 義　永　悠　人 22

東　京 早稲田大学高等学院 平　山　侑　紀 79 香　川 香川県立丸亀城西高等学校 太　田　　　湧 99

東　京 東海大学菅生高等学校 矢田部　光　哉 35 香　川 香川県立高松工芸高等学校 木　村　理　久 44

神奈川 神奈川県立厚木東高等学校 池　田　遥　人 49 徳　島 徳島県立阿波高等学校 笠　井　秀一郎 63

神奈川 神奈川県立綾瀬高等学校 髙　橋　　　聖 81 徳　島 徳島県立つるぎ高等学校 大　西　健　太 6

山　梨 山梨県立増穂商業高等学校 有　泉　樹　生 41 高　知 土佐塾高等学校 岡　林　哲　司 4

山　梨 山梨県立甲府第一高等学校 佐　藤　文　哉 84 高　知 高知商業高等学校 織　田　幸　汰 70

新　潟 新潟県立新潟江南高等学校 川　村　侑　己 13 愛　媛 愛媛県立宇和島東高等学校 三　好　翔　葵 97

新　潟 新潟県立高田高等学校 栗　本　駿　佑 60 愛　媛 愛媛県立今治工業高等学校 苅　田　楓　季 32

長　野 長野県穂高商業高等学校 林　　　寛　人 55 福　岡 福岡県県立朝倉東高等学校 中　村　隆　人 34

長　野 文化学園長野高等学校 髙　木　　　渉 12 福　岡 福岡県立北筑高等学校 山　上　大　智 90

富　山 富山県立砺波工業高等学校 沼　田　翔　吾 89 佐　賀 佐賀県立唐津商業高等学校 德　永　真　尋 43

富　山 富山県立富山いずみ高等学校 加　藤　伴　弥 39 佐　賀 佐賀県立武雄高等学校 山　口　裕　大 91

石　川 石川県立小松明峰高等学校 市　川　高　裕 47 長　崎 長崎南山高等学校 松　原　匠　汰 56

石　川 石川県立羽咋工業高等学校 折　本　聖　弥 85 長　崎 長崎県立長崎南高等学校 鈴　川　真　聖 18

福　井 福井県立敦賀高等学校 田　村　悠　真 3 熊　本 熊本県立球磨工業高等学校 園　田　慧　伍 75

福　井 福井県立鯖江高等学校 吉　田　昇　寛 71 熊　本 熊本県立小川工業高等学校 古　閑　龍　臣 15

静　岡 静岡県立小笠高等学校 岡　村　悠　哉 88 大　分 大分県立別府鶴見丘高等学校 古　戎　　　陸 2

静　岡 静岡県立小笠高等学校 重　坂　健　太 42 大　分 大分県立宇佐高等学校 中　島　颯　太 65

愛　知 愛知県立愛知総合工科高等学校 岡　嵜　賢　治 20 宮　崎 延岡学園高等学校 黒　木　　　淳 51

愛　知 愛知県立小坂井高等学校 前　田　元　春 78 宮　崎 延岡学園高等学校 岸　本　雄　太 48

愛　知 愛知県立碧南工業高等学校 長　田　健　太 53 鹿児島 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 福　元　麟　利 1

愛　知 愛知県立豊橋商業高等学校 渥　美　椋　哉 38 鹿児島 時任学園樟南高等学校 安　庭　伸　哉 72

岐　阜 関市立関商工高等学校 近　藤　大　雅 66 沖　縄 沖縄県立沖縄工業高等学校 市　木　李　空 33

岐　阜 岐阜県立大垣商業高等学校 棚　瀬　尚　也 23 沖　縄 沖縄県立首里高等学校 照喜名　　　建 100

第37回全国高等学校弓道選抜大会
【個人の部】参加者一覧



 ＜男子個人＞
都道府県 学 校 名 氏 名 立順 都道府県 学 校 名 氏 名 立順

鹿児島 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 福　元　麟　利 1 宮　崎 延岡学園高等学校 黒　木　　　淳 51

大　分 大分県立別府鶴見丘高等学校 古　戎　　　陸 2 青　森 青森県立八戸西高等学校 佐　藤　魁　星 52

福　井 福井県立敦賀高等学校 田　村　悠　真 3 愛　知 愛知県立碧南工業高等学校 長　田　健　太 53

高　知 土佐塾高等学校 岡　林　哲　司 4 埼　玉 埼玉県立坂戸西高等学校 高　橋　郁　弥 54

山　形 山形県立東桜学館高等学校 小山田　琢　朗 5 長　野 長野県穂高商業高等学校 林　　　寛　人 55

徳　島 徳島県立つるぎ高等学校 大　西　健　太 6 長　崎 長崎南山高等学校 松　原　匠　汰 56

滋　賀 滋賀県立長浜北高等学校 下　司　皓　太 7 山　口 山口県立下松工業高等学校 片　山　隆　介 57

京　都 京都府立桂高等学校 永　田　　　颯 8 北海道 市立札幌新川高等学校 井　口　　　遼 58

北海道 北海道足寄高等学校 白　井　大　介 9 茨　城 茨城県立石岡第一高等学校 千　葉　大　地 59

埼　玉 埼玉県立秩父農工科学高等学校 鈴　村　　　旭 10 新　潟 新潟県立高田高等学校 栗　本　駿　佑 60

群　馬 前橋市立前橋高等学校 木　村　　　翔 11 岡　山 岡山県立岡山一宮高等学校 青　井　正太郎 61

長　野 文化学園長野高等学校 髙　木　　　渉 12 群　馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校 金　光　陸　斗 62

新　潟 新潟県立新潟江南高等学校 川　村　侑　己 13 徳　島 徳島県立阿波高等学校 笠　井　秀一郎 63

岡　山 岡山県立倉敷天城高等学校 井　元　太　河 14 千　葉 千葉学芸高等学校 佐久間　大　翔 64

熊　本 熊本県立小川工業高等学校 古　閑　龍　臣 15 大　分 大分県立宇佐高等学校 中　島　颯　太 65

茨　城 茨城県立下妻第一高等学校 市　川　海　人 16 岐　阜 関市立関商工高等学校 近　藤　大　雅 66

広　島 広島市立美鈴が丘高等学校 森　本　將　裕 17 滋　賀 滋賀県立湖南農業高等学校 植　村　修　史 67

長　崎 長崎県立長崎南高等学校 鈴　川　真　聖 18 山　形 山形県立米沢興譲館高等学校 星　野　哲　郎 68

奈　良 奈良県立五條高等学校 坂　上　宗　平 19 奈　良 奈良県立奈良高等学校 梶　本　俊　輔 69

愛　知 愛知県立愛知総合工科高等学校 岡　嵜　賢　治 20 高　知 高知商業高等学校 織　田　幸　汰 70

島　根 島根県立出雲高等学校 岡　　　瑞　葵 21 福　井 福井県立鯖江高等学校 吉　田　昇　寛 71

山　口 山口県立宇部高等学校 義　永　悠　人 22 鹿児島 時任学園樟南高等学校 安　庭　伸　哉 72

岐　阜 岐阜県立大垣商業高等学校 棚　瀬　尚　也 23 京　都 京都府立洛北高等学校 堀　本　英　志 73

千　葉 銚子市立銚子高等学校 松　代　秀　真 24 広　島 広島市立沼田高等学校 松　繁　行　恒 74

青　森 青森県立八戸工業高等学校 高　橋　朋　希 25 熊　本 熊本県立球磨工業高等学校 園　田　慧　伍 75

岩　手 岩手県立盛岡農業高等学校 山　田　唯　翔 26 島　根 島根県立浜田水産高等学校 向　井　貴　大 76

福　島 福島県立福島西高等学校 鶴　蒔　誠　也 27 岡　山 岡山県立岡山工業高等学校 岡　本　大　樹 77

岡　山 岡山県立岡山工業高等学校 奥　沢　　　航 28 愛　知 愛知県立小坂井高等学校 前　田　元　春 78

鳥　取 鳥取県立鳥取工業高等学校 河　村　和　紀 29 東　京 早稲田大学高等学院 平　山　侑　紀 79

北海道 駒澤大学附属苫小牧高等学校 髙　田　悠　斗 30 岩　手 盛岡市立高等学校 中　河　　　睦 80

三　重 三重県立松阪工業高等学校 小　山　絢　世 31 神奈川 神奈川県立綾瀬高等学校 髙　橋　　　聖 81

愛　媛 愛媛県立今治工業高等学校 苅　田　楓　季 32 北海道 北海道旭川南高等学校 秋　元　陽　太 82

沖　縄 沖縄県立沖縄工業高等学校 市　木　李　空 33 兵　庫 甲南高等学校 芥川 　武　史 83

福　岡 福岡県県立朝倉東高等学校 中　村　隆　人 34 山　梨 山梨県立甲府第一高等学校 佐　藤　文　哉 84

東　京 東海大学菅生高等学校 矢田部　光　哉 35 石　川 石川県立羽咋工業高等学校 折　本　聖　弥 85

栃　木 足利大学附属高等学校 永　田　大　昂 36 三　重 伊勢学園高等学校 岡　野　瑞　樹 86

和歌山 和歌山県立神島高等学校 大垣内　智　之 37 福　島 福島県立会津工業高等学校 佐　藤　貴　嵐 87

愛　知 愛知県立豊橋商業高等学校 渥　美　椋　哉 38 静　岡 静岡県立小笠高等学校 岡　村　悠　哉 88

富　山 富山県立富山いずみ高等学校 加　藤　伴　弥 39 富　山 富山県立砺波工業高等学校 沼　田　翔　吾 89

秋　田 秋田県立大館桂桜高等学校 虻　川　文　哉 40 福　岡 福岡県立北筑高等学校 山　上　大　智 90

山　梨 山梨県立増穂商業高等学校 有　泉　樹　生 41 佐　賀 佐賀県立武雄高等学校 山　口　裕　大 91

静　岡 静岡県立小笠高等学校 重　坂　健　太 42 和歌山 和歌山県立新宮高等学校 塚　　　大　地 92

佐　賀 佐賀県立唐津商業高等学校 德　永　真　尋 43 大　阪 浪速高等学校 鈴　木　颯　太 93

香　川 香川県立高松工芸高等学校 木　村　理　久 44 宮　城 宮城県泉高等学校 佐　藤　優　多 94

大　阪 浪速高等学校 櫻　本　想　楽 45 秋　田 秋田県立新屋高等学校 安　保　航　太 95

宮　城 東北学院高等学校 伊　山　優　樹 46 鳥　取 鳥取県立境高等学校 井　田　敦　大 96

石　川 石川県立小松明峰高等学校 市　川　高　裕 47 愛　媛 愛媛県立宇和島東高等学校 三　好　翔　葵 97

宮　崎 延岡学園高等学校 岸　本　雄　太 48 栃　木 足利大学附属高等学校 萩　原　蓮　恩 98

神奈川 神奈川県立厚木東高等学校 池　田　遥　人 49 香　川 香川県立丸亀城西高等学校 太　田　　　湧 99

兵　庫 報徳学園高等学校 大河内　　　猛 50 沖　縄 沖縄県立首里高等学校 照喜名　　　建 100

第37回全国高等学校弓道選抜大会
【個人の部】参加者一覧 立順順



 ＜女子個人＞
都道府県 学 校 名 氏 名 立順 都道府県 学 校 名 氏 名 立順

北海道 北海道立正学園旭川実業高等学校 遠　藤　なずな 85 三　重 三重県立菰野高等学校 青　木　望　実 50

北海道 北海道栗山高等学校 工　藤　乃梨花 38 三　重 三重高等学校 大　田　夏　瑚 91

北海道 市立札幌新川高等学校 内　山　葉　月 2 滋　賀 滋賀県立長浜北高等学校 小　原　沙　輝 88

北海道 北海道札幌英藍高等学校 大　崎　胡　桃 73 滋　賀 滋賀県立瀬田工業高等学校 細　川　帆　夏 31

青　森 青森県立青森商業高等学校 加　藤　つぐみ 52 京　都 京都府立洛北高等学校 余　川　恵　里 56

青　森 青森県立田子高等学校 山　市　育　美 8 京　都 京都外大西高等学校 髙　橋　萌々子 16

岩　手 岩手県立福岡高等学校 奥　山　優莉亜 80 大　阪 岸和田市立産業高等学校 松　林　明　里 54

岩　手 岩手県立盛岡第一高等学校 小野寺　　　叶 41 大　阪 大阪学院大学高等学校 諏　訪　愛　南 5

宮　城 宮城県石巻西高等学校 澁　谷　真　澄 36 兵　庫 兵庫県立川西緑台高等学校 岩　谷　有　紗 47

宮　城 宮城県石巻好文館高等学校 千　葉　晴　香 97 兵　庫 三田学園高等学校 田　中　希　望 81

秋　田 秋田県立西目高等学校 三　浦　愛　華 76 奈　良 奈良県立奈良北高等学校 長　山　萌々花 84

秋　田 秋田県立湯沢高等学校 高　橋　聖　香 33 奈　良 奈良県立登美ケ丘高等学校 石　田　玲　奈 29

山　形 山形県立米沢興譲館高等学校 横　山　優　理 57 和歌山 和歌山県立日髙高等学校 上　山　莉　央 98

山　形 山形県立山形西高等学校 黒　木　陽　美 11 和歌山 和歌山県立神島高等学校 碓　井　晴　捺 44

福　島 福島県立磐城高等学校 若　松　稀　梨 40 鳥　取 鳥取県立倉吉西高等学校 西　　　菜　央 77

福　島 学校法人尚志学園尚志高等学校 樽　井　典　子 82 鳥　取 翔英学園米子北高等学校 川　上　琴都乃 34

茨　城 清真学園高等学校 紙　田　梨華子 26 島　根 島根県立出雲高等学校 桐　原　みなみ 13

茨　城 茨城県立水戸第三高等学校 檜　山　珠　寿 59 島　根 島根県立出雲高等学校 安　田　温　佳 58

栃　木 栃木県立大田原女子高等学校 鈴　木　日　菜 20 岡　山 岡山県立津山高等学校 浅　野　七　美 60

栃　木 栃木県立さくら清修高等学校 佐　藤　真　優 61 岡　山 岡山県立岡山芳泉高等学校 三　宅　凪　紗 15

群　馬 群馬育英学園前橋育英高等学校 齋　藤　李　実 24 岡　山 就実高等学校 水　口　　　泉 28

群　馬 群馬県立吾妻中央高等学校 一　場　真　奈 64 岡　山 岡山県立瀬戸高等学校 石　原　瑠　夏 94

埼　玉 埼玉県立大宮南高等学校 大久保　七　海 89 広　島 広島県立広島工業高等学校 西　本　采　桜 7

埼　玉 埼玉県立進修館高等学校 橋　田　愛　未 49 広　島 広島市立基町高等学校 小　寺　栞　南 53

千　葉 千葉県立千葉南高等学校 岡　本　楓　華 23 山　口 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 松　永　実耶弥 19

千　葉 千葉県立幕張総合高等学校 中　居　文　香 68 山　口 大津緑洋高等学校 岡　本　侑　奈 63

東　京 吉祥女子高等学校 森　島　伶　美 25 香　川 香川県立高松東高等学校 松　原　萌　香 14

東　京 東京都立井草高等学校 久根下　夢　子 62 香　川 香川県立丸亀城西高等学校 武　田　彩　弥 67

神奈川 神奈川県立厚木東高等学校 林　　　まつり 43 徳　島 徳島県立小松島西高等学校 渡　辺　祐　衣 6

神奈川 関東学院六浦高等学校 石　田　ら　ん 90 徳　島 徳島市立高等学校 島　津　沙也花 70

山　梨 山梨県立吉田高等学校 渡　辺　莉　紗 32 高　知 高知県立安芸高等学校 伊　藤　　　萌 42

山　梨 山梨県立吉田高等学校 渡　邉　紗　奈 96 高　知 土佐高等学校 佐　竹　祐　香 83

新　潟 新潟県立新発田高等学校 杉　田　悠　梨 30 愛　媛 愛媛県立西条高等学校 坂　東　亜　美 18

新　潟 新潟県立三条商業高等学校 村　上　陽　香 99 愛　媛 愛媛県立西条高等学校 井　村　天　音 69

長　野 長野県赤穂高等学校 大　場　空　乃 3 福　岡 西南学院高等学校 富　田　麻　菜 27

長　野 長野県上田染谷丘高等学校 橋　本　涼　子 51 福　岡 祐誠高等学校 柳　川　実　佑 93

富　山 富山国際大学付属高等学校 高　山　桃　花 71 佐　賀 佐賀県立唐津東高等学校 加　茂　朋　華 74

富　山 富山第一高等学校 長谷川　菜　美 12 佐　賀 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 高　木　望　未 21

石　川 石川県立小松商業高等学校 藤　田　絵里花 48 長　崎 長崎女子高等学校 増　田　こころ 79

石　川 金沢市立工業高等学校 真酒谷　あかり 92 長　崎 長崎県立諫早農業高等学校 柴　田　唯　華 46

福　井 福井県立丹生高等学校 酒　井　祐美子 37 熊　本 熊本県立熊本高等学校 牛　丸　　　彩 4

福　井 福井県立武生高等学校 相　馬　実　空 86 熊　本 熊本学園大学付属高等学校 田　中　桃　華 65

静　岡 静岡県立清水東高等学校 前　田　奈津希 17 大　分 大分県立別府鶴見丘高等学校 佐　藤　依　南 35

静　岡 静岡県立掛川東高等学校 大川原　瑞　季 75 大　分 大分県立日田三隈高等学校 中　嶋　志　保 95

愛　知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 加　藤　莉　茉 55 宮　崎 新宮崎県立妻高等学校 杉　尾　穂乃香 1

愛　知 愛知県立岡崎商業高等学校 齋　藤　七　海 87 宮　崎 新宮崎県立妻高等学校 佐々木　恋　伽 100

愛　知 愛知県立猿投農林高等学校 鈴　木　春　佳 9 鹿児島 鹿児島県立加治木工業高等学校 石　井　絢　子 78

愛　知 愛知県立豊橋商業高等学校 原　田　来　夢 45 鹿児島 鹿児島県立加治木工業高等学校 今　村　遥　香 39

岐　阜 中京学院大学附属中京高等学校 伊佐治　穂乃花 66 沖　縄 沖縄県立小禄高等学校 赤　嶺　美　理 10

岐　阜 済美高等学校 北　川　真　愛 22 沖　縄 沖縄県立那覇西高等学校 羽　地　美　野 72
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 ＜女子個人＞
都道府県 学 校 名 氏 名 立順 都道府県 学 校 名 氏 名 立順

宮　崎 新宮崎県立妻高等学校 杉　尾　穂乃香 1 長　野 長野県上田染谷丘高等学校 橋　本　涼　子 51

北海道 市立札幌新川高等学校 内　山　葉　月 2 青　森 青森県立青森商業高等学校 加　藤　つぐみ 52

長　野 長野県赤穂高等学校 大　場　空　乃 3 広　島 広島市立基町高等学校 小　寺　栞　南 53

熊　本 熊本県立熊本高等学校 牛　丸　　　彩 4 大　阪 岸和田市立産業高等学校 松　林　明　里 54

大　阪 大阪学院大学高等学校 諏　訪　愛　南 5 愛　知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 加　藤　莉　茉 55

徳　島 徳島県立小松島西高等学校 渡　辺　祐　衣 6 京　都 京都府立洛北高等学校 余　川　恵　里 56

広　島 広島県立広島工業高等学校 西　本　采　桜 7 山　形 山形県立米沢興譲館高等学校 横　山　優　理 57

青　森 青森県立田子高等学校 山　市　育　美 8 島　根 島根県立出雲高等学校 安　田　温　佳 58

愛　知 愛知県立猿投農林高等学校 鈴　木　春　佳 9 茨　城 茨城県立水戸第三高等学校 檜　山　珠　寿 59

沖　縄 沖縄県立小禄高等学校 赤　嶺　美　理 10 岡　山 岡山県立津山高等学校 浅　野　七　美 60

山　形 山形県立山形西高等学校 黒　木　陽　美 11 栃　木 栃木県立さくら清修高等学校 佐　藤　真　優 61

富　山 富山第一高等学校 長谷川　菜　美 12 東　京 東京都立井草高等学校 久根下　夢　子 62

島　根 島根県立出雲高等学校 桐　原　みなみ 13 山　口 大津緑洋高等学校 岡　本　侑　奈 63

香　川 香川県立高松東高等学校 松　原　萌　香 14 群　馬 群馬県立吾妻中央高等学校 一　場　真　奈 64

岡　山 岡山県立岡山芳泉高等学校 三　宅　凪　紗 15 熊　本 熊本学園大学付属高等学校 田　中　桃　華 65

京　都 京都外大西高等学校 髙　橋　萌々子 16 岐　阜 中京学院大学附属中京高等学校 伊佐治　穂乃花 66

静　岡 静岡県立清水東高等学校 前　田　奈津希 17 香　川 香川県立丸亀城西高等学校 武　田　彩　弥 67

愛　媛 愛媛県立西条高等学校 坂　東　亜　美 18 千　葉 千葉県立幕張総合高等学校 中　居　文　香 68

山　口 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 松　永　実耶弥 19 愛　媛 愛媛県立西条高等学校 井　村　天　音 69

栃　木 栃木県立大田原女子高等学校 鈴　木　日　菜 20 徳　島 徳島市立高等学校 島　津　沙也花 70

佐　賀 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 高　木　望　未 21 富　山 富山国際大学付属高等学校 高　山　桃　花 71

岐　阜 済美高等学校 北　川　真　愛 22 沖　縄 沖縄県立那覇西高等学校 羽　地　美　野 72

千　葉 千葉県立千葉南高等学校 岡　本　楓　華 23 北海道 北海道札幌英藍高等学校 大　崎　胡　桃 73

群　馬 群馬育英学園前橋育英高等学校 齋　藤　李　実 24 佐　賀 佐賀県立唐津東高等学校 加　茂　朋　華 74

東　京 吉祥女子高等学校 森　島　伶　美 25 静　岡 静岡県立掛川東高等学校 大川原　瑞　季 75

茨　城 清真学園高等学校 紙　田　梨華子 26 秋　田 秋田県立西目高等学校 三　浦　愛　華 76

福　岡 西南学院高等学校 富　田　麻　菜 27 鳥　取 鳥取県立倉吉西高等学校 西　　　菜　央 77

岡　山 就実高等学校 水　口　　　泉 28 鹿児島 鹿児島県立加治木工業高等学校 石　井　絢　子 78

奈　良 奈良県立登美ケ丘高等学校 石　田　玲　奈 29 長　崎 長崎女子高等学校 増　田　こころ 79

新　潟 新潟県立新発田高等学校 杉　田　悠　梨 30 岩　手 岩手県立福岡高等学校 奥　山　優莉亜 80

滋　賀 滋賀県立瀬田工業高等学校 細　川　帆　夏 31 兵　庫 三田学園高等学校 田　中　希　望 81

山　梨 山梨県立吉田高等学校 渡　辺　莉　紗 32 福　島 学校法人尚志学園尚志高等学校 樽　井　典　子 82

秋　田 秋田県立湯沢高等学校 高　橋　聖　香 33 高　知 土佐高等学校 佐　竹　祐　香 83

鳥　取 翔英学園米子北高等学校 川　上　琴都乃 34 奈　良 奈良県立奈良北高等学校 長　山　萌々花 84

大　分 大分県立別府鶴見丘高等学校 佐　藤　依　南 35 北海道 北海道立正学園旭川実業高等学校 遠　藤　なずな 85

宮　城 宮城県石巻西高等学校 澁　谷　真　澄 36 福　井 福井県立武生高等学校 相　馬　実　空 86

福　井 福井県立丹生高等学校 酒　井　祐美子 37 愛　知 愛知県立岡崎商業高等学校 齋　藤　七　海 87

北海道 北海道栗山高等学校 工　藤　乃梨花 38 滋　賀 滋賀県立長浜北高等学校 小　原　沙　輝 88

鹿児島 鹿児島県立加治木工業高等学校 今　村　遥　香 39 埼　玉 埼玉県立大宮南高等学校 大久保　七　海 89

福　島 福島県立磐城高等学校 若　松　稀　梨 40 神奈川 関東学院六浦高等学校 石　田　ら　ん 90

岩　手 岩手県立盛岡第一高等学校 小野寺　　　叶 41 三　重 三重高等学校 大　田　夏　瑚 91

高　知 高知県立安芸高等学校 伊　藤　　　萌 42 石　川 金沢市立工業高等学校 真酒谷　あかり 92

神奈川 神奈川県立厚木東高等学校 林　　　まつり 43 福　岡 祐誠高等学校 柳　川　実　佑 93

和歌山 和歌山県立神島高等学校 碓　井　晴　捺 44 岡　山 岡山県立瀬戸高等学校 石　原　瑠　夏 94

愛　知 愛知県立豊橋商業高等学校 原　田　来　夢 45 大　分 大分県立日田三隈高等学校 中　嶋　志　保 95

長　崎 長崎県立諫早農業高等学校 柴　田　唯　華 46 山　梨 山梨県立吉田高等学校 渡　邉　紗　奈 96

兵　庫 兵庫県立川西緑台高等学校 岩　谷　有　紗 47 宮　城 宮城県石巻好文館高等学校 千　葉　晴　香 97

石　川 石川県立小松商業高等学校 藤　田　絵里花 48 和歌山 和歌山県立日髙高等学校 上　山　莉　央 98

埼　玉 埼玉県立進修館高等学校 橋　田　愛　未 49 新　潟 新潟県立三条商業高等学校 村　上　陽　香 99

三　重 三重県立菰野高等学校 青　木　望　実 50 宮　崎 新宮崎県立妻高等学校 佐々木　恋　伽 100

第37回全国高等学校弓道選抜大会
【個人の部】参加者一覧 立順順


