
＜女子団体＞ ＜男子団体＞

都道府県 学 校 名 立順 都道府県 学 校 名 立順

北海道 北海道網走南ヶ丘高等学校 38 北海道 北海道釧路湖陵高等学校 45

北海道 北海道札幌東商業高等学校 4 北海道 北海高等学校 17

青　森 青森県立青森西高等学校 2 青　森 青森県立八戸工業高等学校 42

岩　手 岩手県立福岡工業高等学校 34 岩　手 岩手県立花巻北高等学校 40

宮　城 宮城県富谷高等学校 26 宮　城 宮城県仙台向山高等学校 6

秋　田 秋田県立新屋高等学校 50 宮　城 東北学院高等学校 27

山　形 山形県立天童高等学校 22 秋　田 秋田県立由利高等学校 13

福　島 福島県立磐城高等学校 39 山　形 山形県立山形南高等学校 8

茨　城 茨城県立水戸第二高等学校 15 福　島 福島県立福島南高等学校 35

栃　木 足利大学附属高等学校 29 茨　城 茨城県立取手第一高等学校 32

群　馬 群馬県立前橋商業高等学校 30 栃　木 栃木県立宇都宮高等学校 46

群　馬 前橋市立前橋高等学校 1 群　馬 前橋市立前橋高等学校 9

埼　玉 埼玉県立大宮東高等学校 43 群　馬 群馬県立尾瀬高等学校 48

千　葉 千葉県立千葉高等学校 9 埼　玉 埼玉県立浦和高等学校 39

東　京 慶應義塾女子高等学校 33 千　葉 千葉県立銚子高等学校 15

神奈川 神奈川県立厚木東高等学校 3 東　京 東京都立芦花高等学校 23

山　梨 山梨県立巨摩高等学校 40 神奈川 神奈川県立厚木高等学校 25

新　潟 新潟明訓高等学校 46 山　梨 山梨県立北杜高等学校 19

富　山 富山県立富山商業高等学校 52 新　潟 帝京長岡高等学校 21

石　川 石川県立羽咋高等学校 25 富　山 富山県立滑川高等学校 16

福　井 福井県立丹生高等学校 23 石　川 石川県立小松工業高等学校 14

長　野 長野県赤穂高等学校 27 福　井 福井県立武生工業高等学校 49

岐　阜 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 36 長　野 長野県長野吉田高等学校 3

岐　阜 岐阜県立大垣商業高等学校 17 岐　阜 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 12

静　岡 静岡県立田方農業高等学校 6 静　岡 静岡県立島田商業高等学校 37

愛　知 愛知県立豊橋商業高等学校 51 愛　知 愛知県立豊橋商業高等学校 20

愛　知 愛知県立豊田西高等学校 14 愛　知 愛知県立国府高等学校 50

三　重 三重高等学校 11 三　重 三重高等学校 4

滋　賀 近江兄弟社高等学校 16 滋　賀 綾羽高等学校 41

京　都 京都府立山城高等学校 18 京　都 京都外大西高等学校 18

大　阪 岸和田市立産業高等学校 45 大　阪 浪速高等学校 22

兵　庫 兵庫県立太子高等学校 28 兵　庫 甲南高等学校 10

奈　良 大和高田市立高田商業高等学校 13 奈　良 奈良県立平城高等学校 11

和歌山 和歌山県立日髙高等学校 31 和歌山 和歌山県立紀央館高等学校 34

鳥　取 鳥取県立倉吉西高等学校 7 鳥　取 鳥取県立倉吉西高等学校 29

島　根 島根県立松江北高等学校 47 島　根 島根県立出雲高等学校 1

岡　山 岡山県立瀬戸高等学校 12 岡　山 岡山県立津山商業高等学校 33

広　島 広島県立広島工業高等学校 5 広　島 崇徳高等学校 5

山　口 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 42 山　口 山口県立南陽工業高等学校 51

徳　島 徳島市立高等学校 20 徳　島 徳島県立池田高等学校 7

香　川 香川県立丸亀城西高等学校 35 香　川 香川県立津田高等学校 43

愛　媛 愛媛県立今治西高等学校 49 愛　媛 愛媛県立松山南高等学校 38

高　知 高知商業高等学校 32 高　知 高知県立高岡高等学校 30

福　岡 福岡県立福岡高等学校 44 福　岡 福岡大学附属大濠高等学校 44

福　岡 祐誠高等学校 21 佐　賀 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 28

佐　賀 佐賀県立武雄高等学校 8 長　崎 海星高等学校 2

長　崎 活水高等学校 41 熊　本 秀岳館高等学校 26

熊　本 尚絅高等学校 24 大　分 大分県立中津南高等学校 24

大　分 大分県立大分南高等学校 10 宮　崎 宮崎県立日南振徳高等学校 47

宮　崎 延岡学園高等学校 37 鹿児島 樟南高等学校 36

鹿児島 鹿児島県立加治木工業高等学校 19 沖　縄 興南高等学校 31

沖　縄 興南高等学校 48

第38回全国高等学校弓道選抜大会
【団体の部】参加校一覧



 ＜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 北海道釧路湖陵高等学校 古　川　愛　莉 34 愛　知 愛知県立豊橋東高等学校 伊　藤　　　凛 70

北海道 北海道旭川農業高等学校 千　葉　あかり 99 愛　知 愛知県立豊田西高等学校 澤　柳　　　葵 23

北海道 北海道伊達高等学校 大　島　梨々香 56 三　重 三重高等学校 吉　村　　　涼 86

北海道 市立札幌旭丘高等学校 片　石　　　結 24 三　重 四日市メリノール学院高等学校 毛　利　桃　香 27

青　森 青森県立青森西高等学校 嘉　瀬　夏　輝 40 滋　賀 綾羽高等学校 福　本　光　姫 13

青　森 青森県立八戸高等学校 高　橋　千　瑚 80 滋　賀 滋賀県立長浜北星高等学校 𠮷　川　史　記 71

岩　手 岩手県立福岡工業高等学校 陳　場　あすか 85 京　都 京都市立日吉ケ丘高等学校 西　野　陽　菜 57

岩　手 岩手県立水沢商業高等学校 高　橋　華　菜 43 京　都 京都府立城南菱創高等学校 中　野　朱　音 18

宮　城 宮城県富谷高等学校 高　橋　愛　里 44 大　阪 岸和田市立産業高等学校 瓦　谷　月　乃 82

宮　城 尚絅学院高等学校 佐々木　わ　か 79 大　阪 岸和田市立産業高等学校 竹　中　茉　莉 31

秋　田 秋田県立五城目高等学校 菅　原　ふうり 9 兵　庫 姫路市立飾磨高等学校 木　谷　優　希 33

秋　田 秋田県立由利高等学校 鎌　田　瑞　紀 63 兵　庫 兵庫県立川西緑台高等学校 林　　　知　佳 88

山　形 山形県立寒河江高等学校 大　谷　綾　花 97 奈　良 大和高田市立高田商業高等学校 柏　木　　　都 29

山　形 山形県立山形北高等学校 板　垣　南々瀬 47 奈　良 奈良県立五條高等学校 北　浦　有　希 96

福　島 福島県立白河旭高等学校 関　根　里　沙 8 和歌山 和歌山県立日髙高等学校 玉　置　芽　依 58

福　島 福島県立喜多方高等学校 高　橋　乃　愛 54 和歌山 和歌山県立日髙高等学校 湯　川　可　蓮 2

茨　城 茨城県立藤代高等学校 近　藤　朋　佳 78 鳥　取 鳥取県立倉吉西高等学校 長谷川　　　愛 94

茨　城 茨城県立水海道第一高等学校 片　岡　麻　衣 42 鳥　取 鳥取県立倉吉西高等学校 山　田　珠　以 46

栃　木 栃木県立宇都宮南高等学校 山　本　彩　夏 41 島　根 島根県立浜田高等学校 柳　樂　　　舞 5

栃　木 足利大学附属高等学校 小　泉　陽　菜 92 島　根 島根県立益田高等学校 岩　田　聖　菜 75

群　馬 群馬県立伊勢崎高等学校 榎　澤　愛　梨 36 岡　山 岡山県立瀬戸高等学校 小　野　江里菜 51

群　馬 共愛学園高等学校 河　野　笑　茄 11 岡　山 岡山県立瀬戸高等学校 庄　司　捺　希 17

群　馬 群馬県立前橋商業高等学校 今　井　　　南 67 広　島 広島文教大学附属高等学校 山　上　　　蓮 37

群　馬 群馬県立渋川女子高等学校 今　成　紗　也 77 広　島 広島県立広島工業高等学校 中　森　琴　海 98

埼　玉 西武学園文理高等学校 手　塚　理　子 53 山　口 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 松　本　華　菜 60

埼　玉 埼玉県立与野高等学校 相　川　遥　香 10 山　口 山口県立宇部中央高等学校 河　野　優　美 7

千　葉 千葉県立千葉高等学校 長　澤　聖　奈 30 徳　島 徳島県立城ノ内高等学校 松　本　陽　菜 66

千　葉 千葉県立幕張総合高等学校 一　宮　小　春 81 徳　島 徳島市立高等学校 岡　本　晏　実 1

東　京 東京都立翔陽高等学校 石　田　広　美 4 香　川 香川県立高松東高等学校 久　野　華　凛 74

東　京 慶應義塾女子高等学校 占　部　愛依理 62 香　川 香川県立丸亀城西高等学校 木　村　萌　乃 21

神奈川 神奈川県立厚木高等学校 松　竹　華　実 20 愛　媛 愛媛県立今治西高等学校 眞　鍋　めのう 59

神奈川 三浦学苑高等学校 庄　司　涼　花 68 愛　媛 聖カタリナ学園高等学校 伊　藤　みほこ 16

山　梨 山梨県立塩山高等学校 赤　池　未　羽 48 高　知 高知県立高知西高等学校 小　川　朝　加 15

山　梨 山梨県立山梨高等学校 長谷川　心乃香 90 高　知 高知県立高知小津高等学校 田　代　智　彩 55

新　潟 新潟県立五泉高等学校 吉　原　涼　美 28 福　岡 福岡県立北筑高等学校 岡　田　日　葵 50

新　潟 新潟県立長岡高等学校 品　田　千　佳 89 福　岡 祐誠高等学校 大　石　圭　子 87

富　山 富山県立雄山高等学校 水　上　璃　香 69 佐　賀 佐賀県立唐津東高等学校 古　川　ひより 14

富　山 富山第一高等学校 阿波加　佳　穂 19 佐　賀 佐賀県立鹿島高等学校 大　岡　未　空 61

石　川 小松大谷高等学校 松　下　彩　心 100 長　崎 長崎県立島原高等学校 池　田　莉　望 65

石　川 星稜高等学校 砂　田　志　乃 49 長　崎 活水高等学校 海　野　桃　羽 12

福　井 仁愛女子高等学校 橋　本　柚　奈 84 熊　本 熊本県立済々黌高等学校 細　川　真　那 91

福　井 福井県立丹生高等学校 藤　井　　　愛 35 熊　本 熊本学園大学付属高等学校 田　中　桃　華 38

長　野 松商学園高等学校 市　川　千　乃 64 大　分 大分県立佐伯豊南高等学校 志　賀　菜野香 32

長　野 長野県松本県ヶ丘高等学校 内　山　未　衣 22 大　分 大分県立別府翔青高等学校 牧　　　愛　理 93

岐　阜 岐阜県立大垣商業高等学校 加　藤　風　歌 3 宮　崎 延岡学園高等学校 安　藤　真　凜 76

岐　阜 岐阜県立大垣商業高等学校 吉　田　優　香 73 宮　崎 宮崎県立宮崎商業高等学校 岡　田　由美子 25

静　岡 静岡県立島田商業高等学校 倍　賞　あずみ 72 鹿児島 鹿児島県立隼人工業高等学校 南　原　愛　佳 26

静　岡 静岡県立島田商業高等学校 平　口　はのん 6 鹿児島 鹿児島県立加治木工業高等学校 山　下　皆　愛 52

愛　知 桜丘学園桜丘高等学校 鈴　木　綾　華 95 沖　縄 興南高等学校 糸　数　智　恵 39

愛　知 愛知県立豊橋商業高等学校 丸　地　さくら 45 沖　縄 沖縄県立那覇西高等学校 西　　　真唯子 83

第38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

北海道 北海道旭川商業高等学校 安　江　　　蓮 76 愛　知 愛知県立名古屋南高等学校 神　谷　秋　斗 20

北海道 北海道滝川高等学校 高　木　悠　太 13 愛　知 愛知県立岡崎高等学校 笹　倉　一　希 54

北海道 北海道札幌琴似工業高等学校 金　森　理　生 33 三　重 三重県立白山高等学校 世　古　泰　暉 64

北海道 北海道苫小牧西高等学校 土　谷　龍　雅 84 三　重 三重県立上野高等学校 樋　口　直　輝 3

青　森 青森県立八戸東高等学校 大　塚　湧　貴 1 滋　賀 滋賀県立草津高等学校 水　舩　正　人 2

青　森 弘前学院聖愛高等学校 前　原　健　吾 59 滋　賀 滋賀県立長浜北高等学校 尾　木　　　翔 55

岩　手 岩手県立花巻北高等学校 小　野　心　義 51 京　都 京都市立日吉ケ丘高等学校 松　村　将太朗 52

岩　手 岩手県立花巻北高等学校 小　原　卓　海 16 京　都 京都府立桃山高等学校 山　本　智　稀 9

宮　城 宮城県仙台向山高等学校 後　藤　駿　太 99 大　阪 岸和田市立産業高等学校 秋　友　悠　成 73

宮　城 尚絅学院高等学校 矢　作　瞳　真 28 大　阪 浪速高等学校 笠　井　建　誠 17

秋　田 秋田県立由利高等学校 佐　藤　利　生 75 兵　庫 六甲学院高等学校 小笠原　　　健 79

秋　田 秋田県立角館高等学校 三　浦　翼　空 25 兵　庫 甲南高等学校 芥　川　武　史 36

山　形 山形県立寒河江工業高等学校 鈴　木　淳　矢 38 奈　良 奈良県立奈良高等学校 植　田　力　斗 5

山　形 山形県立山形南高等学校 後　藤　五　紀 91 奈　良 奈良県立平城高等学校 松　尾　　　准 58

福　島 福島県立郡山高等学校 佐　藤　　　隼 8 和歌山 和歌山県立田辺工業高等学校 岩　井　秋　斗 77

福　島 福島県立大沼高等学校 高　橋　瑠　貴 69 和歌山 和歌山県立紀央館高等学校 田　渕　友　翔 43

茨　城 水城高等学校 久須美　光　弥 29 鳥　取 鳥取県立倉吉西高等学校 岡　本　　　響 37

茨　城 茨城県立玉造工業高等学校 橋　本　良　也 80 鳥　取 鳥取県立境港総合技術高等学校 濱　田　晟　矢 98

栃　木 栃木県立宇都宮高等学校 白　井　奏　冴 22 島　根 島根県立出雲高等学校 中　澤　貴　翔 34

栃　木 足利大学附属高等学校 針ヶ谷　祥　汰 70 島　根 島根県立松江東高等学校 成　相　　　錬 94

群　馬 群馬県立利根実業高等学校 大　津　俊　介 32 岡　山 岡山県立水島工業高等学校 平　川　唯　一 47

群　馬 群馬県立前橋高等学校 李　　　載　成 95 岡　山 岡山県立岡山朝日高等学校 仲　西　泰　隆 86

群　馬 前橋市立前橋高等学校 川　和　大　気 60 広　島 広島県立広島工業高等学校 金　井　達　也 67

群　馬 高崎健康福祉大学高崎高等学校 藤　原　颯　人 4 広　島 広島県立宮島工業高等学校 浜　先　海　翔 26

埼　玉 埼玉県立岩槻商業高等学校 桑　原　源　斗 11 山　口 山口県立岩国工業高等学校 中　島　拓　信 53

埼　玉 埼玉県立岩槻商業高等学校 吉　川　翔　太 68 山　口 山口県立南陽工業高等学校 橋　本　俊　輔 21

千　葉 千葉県立銚子高等学校 須之内　太　陽 39 徳　島 徳島市立高等学校 伊　東　隼　斗 10

千　葉 千葉県立袖ヶ浦高等学校 若　林　大　和 78 徳　島 徳島県立鳴門渦潮高等学校 上　野　龍　二 62

東　京 文化学園大学杉並高等学校 大　原　逸　太 12 香　川 香川県立丸亀城西高等学校 山　下　享　乃 30

東　京 東京都立井草高等学校 森　下　晴　渡 65 香　川 香川県立志度高等学校 梶　原　脩　平 88

神奈川 神奈川県立厚木北高等学校 栗　田　京　介 48 愛　媛 愛媛県立西条高等学校 築　山　孝　輔 23

神奈川 神奈川県立秦野高等学校 露　木　寛　太 92 愛　媛 愛媛県立今治工業高等学校 上　岡　壮　馬 66

山　梨 山梨県立富士河口湖高等学校 遠　山　　　峻 41 高　知 高知県立高岡高等学校 宮　田　晟　司 83

山　梨 山梨県立吉田高等学校 宮　下　大　介 82 高　知 高知県立高岡高等学校 小　川　　　海 42

新　潟 新潟県立新発田南高等学校 新　保　雄　也 100 福　岡 福岡県立鞍手高等学校 福　嶋　克　斗 56

新　潟 帝京長岡高等学校 吉　田　陸　斗 27 福　岡 西南学院高等学校 道　本　泰　成 14

富　山 富山県立富山商業高等学校 清　水　寧　生 90 佐　賀 佐賀県立致遠館高等学校 宮　本　祐　杜 18

富　山 富山県立氷見高等学校 佐　野　直　樹 49 佐　賀 佐賀県立武雄高等学校 北　川　颯　人 61

石　川 石川県立金沢錦丘高等学校 藤　谷　武　蔵 46 長　崎 海星高等学校 楠　　　皓　雅 72

石　川 石川県立小松工業高等学校 山　田　輝　一 97 長　崎 長崎県立島原高等学校 上　田　晃　蒼 15

福　井 福井県立大野高等学校 宮　越　大　和 50 熊　本 熊本県立第一高等学校 平　岡　知　樹 35

福　井 福井県立藤島高等学校 東　　　拓　実 96 熊　本 熊本県立球磨工業高等学校 永　田　嵩　博 85

長　野 長野県塩尻志学館高等学校 代　田　大　地 44 大　分 大分県立竹田高等学校 三　代　隼　矢 45

長　野 長野県長野吉田高等学校 岸　田　和　也 89 大　分 大分県立宇佐高等学校 貴　島　滉　太 81

岐　阜 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 尾　﨑　晨之介 40 宮　崎 新宮崎県立妻高等学校 川　越　絢　翔 19

岐　阜 岐阜県立大垣商業高等学校 伊　丹　晴　登 87 宮　崎 宮崎県立宮崎南高等学校 鶴　田　勝　己 57

静　岡 静岡県立浜松西高等学校 瀧　　　颯　太 63 鹿児島 鹿児島県立加治木工業高等学校 大宮司　風　貴 24

静　岡 静岡県立島田商業高等学校 柴　田　拓　実 6 鹿児島 出水市立出水商業高等学校 松　下　智　一 71

愛　知 愛知県立豊橋商業高等学校 渡　邊　　　剛 31 沖　縄 沖縄県立首里高等学校 比　嘉　信之祐 7

愛　知 愛知県立小坂井高等学校 𠮷　兼　亮　介 93 沖　縄 沖縄県立首里高等学校 石　嶺　眞　志 74

第38回全国高等学校弓道選抜大会
【個人の部】参加者一覧


