
　

都道府県 学 　　校 　　名 立順 都道府県 学 　　校 　　名 立順

北海道 北海道帯広工業高等学校 50 東京都 東京都立井草高等学校 1

北海道 市立札幌清田高等学校 35 山形県 山形県立山形南高等学校 2

青森県 青森県立弘前高等学校 11 熊本県 熊本市立千原台高等学校 3

岩手県 岩手県立黒沢尻工業高等学校 23 千葉県 松戸市立松戸高等学校 4

宮城県 宮城県仙台第三高等学校 43 京都府 京都外大西高等学校 5

秋田県 秋田県立大館桂桜高等学校 14 山口県 山口県立光高等学校 6

山形県 山形県立山形南高等学校 2 兵庫県 報徳学園高等学校 7

福島県 福島県立福島工業高等学校 24 広島県 広島県立広島工業高等学校 8

茨城県 茨城県立土浦工業高等学校 37 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 9

栃木県 栃木県立鹿沼高等学校 12 三重県 三重県立津工業高等学校 10

群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 49 青森県 青森県立弘前高等学校 11

埼玉県 埼玉県立坂戸西高等学校 34 栃木県 栃木県立鹿沼高等学校 12

千葉県 松戸市立松戸高等学校 4 愛知県 愛知県立豊橋商業高等学校 13

東京都 東京都立井草高等学校 1 秋田県 秋田県立大館桂桜高等学校 14

神奈川県 神奈川県立秦野高等学校 48 沖縄県 小禄高等学校 15

山梨県 山梨県立吉田高等学校 28 石川県 小松大谷高等学校 16

新潟県 新潟明訓高等学校 25 岐阜県 岐阜県立大垣商業高等学校 17

富山県 富山県立高岡工芸高等学校 22 熊本県 秀岳館高等学校 18

石川県 小松大谷高等学校 16 愛媛県 愛媛県立松山南高等学校 19

福井県 北陸高等学校 41 鳥取県 鳥取県立倉吉西高等学校 20

長野県 長野県長野高等学校 31 宮崎県 延岡学園高等学校 21

岐阜県 岐阜県立大垣商業高等学校 17 富山県 富山県立高岡工芸高等学校 22

静岡県 静岡県立小笠高等学校 39 岩手県 岩手県立黒沢尻工業高等学校 23

愛知県 愛知県立豊橋商業高等学校 13 福島県 福島県立福島工業高等学校 24

愛知県 愛知県立刈谷高等学校 30 新潟県 新潟明訓高等学校 25

三重県 三重県立津工業高等学校 10 大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校 26

滋賀県 滋賀県立草津高等学校 51 島根県 島根県立出雲工業高等学校 27

京都府 京都外大西高等学校 5 山梨県 山梨県立吉田高等学校 28

大阪府 浪速高等学校 42 奈良県 奈良県立法隆寺国際高等学校 29

兵庫県 報徳学園高等学校 7 愛知県 愛知県立刈谷高等学校 30

奈良県 奈良県立法隆寺国際高等学校 29 長野県 長野県長野高等学校 31

和歌山県 和歌山県立新翔高等学校 33 香川県 香川県立丸亀城西高等学校 32

鳥取県 鳥取県立倉吉西高等学校 20 和歌山県 和歌山県立新翔高等学校 33

島根県 島根県立出雲工業高等学校 27 埼玉県 埼玉県立坂戸西高等学校 34

岡山県 岡山県立岡山南高等学校 46 北海道 市立札幌清田高等学校 35

広島県 広島県立広島工業高等学校 8 高知県 土佐高等学校 36

山口県 山口県立光高等学校 6 茨城県 茨城県立土浦工業高等学校 37

徳島県 徳島市立高等学校 47 山口県 山口県立南陽工業高等学校 38

香川県 香川県立丸亀城西高等学校 32 静岡県 静岡県立小笠高等学校 39

愛媛県 愛媛県立松山南高等学校 19 福岡県 祐誠高等学校 40

高知県 土佐高等学校 36 福井県 北陸高等学校 41

福岡県 祐誠高等学校 40 大阪府 浪速高等学校 42

佐賀県 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 44 宮城県 宮城県仙台第三高等学校 43

長崎県 長崎県立長崎南高等学校 45 佐賀県 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 44

熊本県 秀岳館高等学校 18 長崎県 長崎県立長崎南高等学校 45

熊本県 熊本市立千原台高等学校 3 岡山県 岡山県立岡山南高等学校 46

大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校 26 徳島県 徳島市立高等学校 47

宮崎県 延岡学園高等学校 21 神奈川県 神奈川県立秦野高等学校 48

鹿児島県 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 9 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 49

沖縄県 小禄高等学校 15 北海道 北海道帯広工業高等学校 50

滋賀県 滋賀県立草津高等学校 51

第41回全国高等学校弓道選抜大会

【団体の部】参加校一覧
＜男子団体＞ ＜男子団体＞

前年度優勝

(山口県)
山口県立南陽工業高等学校 38



　

都道府県 学 　　校 　　名 立順 都道府県 学 　　校 　　名 立順

北海道 北海道足寄高等学校 7 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1

北海道 北海道苫小牧東高等学校 17 山梨県 山梨県立北杜高等学校 2

青森県 青森県立青森中央高等学校 47 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3

岩手県 岩手県立花巻北高等学校 29 茨城県 茨城県立水戸第二高等学校 4

宮城県 宮城県泉高等学校 10 岡山県 岡山県立津山商業高等学校 5

秋田県 秋田県立秋田北高等学校 15 栃木県 足利大学附属高等学校 6

山形県 山形県立山形中央高等学校 33 北海道 北海道足寄高等学校 7

福島県 福島県立郡山高等学校 49 宮崎県 延岡学園高等学校 8

茨城県 茨城県立水戸第二高等学校 4 東京都 東京都立東高等学校 9

栃木県 足利大学附属高等学校 6 宮城県 宮城県泉高等学校 10

群馬県 群馬育英学園前橋育英高等学校 18 新潟県 帝京長岡高等学校 11

埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1 富山県 富山県立富山いずみ高等学校 12

千葉県 千葉県立薬園台高等学校 36 福井県 福井県立若狭東高等学校 13

東京都 東京都立東高等学校 9 京都府 京都外大西高等学校 14

神奈川県 神奈川県立川崎北高等学校 46 秋田県 秋田県立秋田北高等学校 15

山梨県 山梨県立北杜高等学校 2 静岡県 静岡県立小笠高等学校 16

新潟県 帝京長岡高等学校 11 北海道 北海道苫小牧東高等学校 17

富山県 富山県立富山いずみ高等学校 12 群馬県 群馬育英学園前橋育英高等学校 18

石川県 石川県立金沢錦丘高等学校 27 三重県 三重高等学校 19

福井県 福井県立若狭東高等学校 13 徳島県 徳島市立高等学校 20

長野県 長野県小諸商業高等学校 23 広島県 広島県立広島商業高等学校 21

岐阜県 岐阜県立大垣商業高等学校 24 熊本県 熊本学園大学付属高等学校 22

静岡県 静岡県立小笠高等学校 16 長野県 長野県小諸商業高等学校 23

愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3 岐阜県 岐阜県立大垣商業高等学校 24

愛知県 愛知県立明和高等学校 30 兵庫県 三田学園高等学校 25

三重県 三重高等学校 19 沖縄県 沖縄県立知念高等学校 26

滋賀県 綾羽高等学校 43 石川県 石川県立金沢錦丘高等学校 27

京都府 京都外大西高等学校 14 佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 28

大阪府 岸和田市立産業高等学校 39 岩手県 岩手県立花巻北高等学校 29

兵庫県 三田学園高等学校 25 愛知県 愛知県立明和高等学校 30

奈良県 奈良県立法隆寺国際高等学校 44 大分県 大分県立大分東高等学校 31

和歌山県 和歌山県立新宮高等学校 51 島根県 島根県立出雲高等学校 32

鳥取県 鳥取県立倉吉西高等学校 34 山形県 山形県立山形中央高等学校 33

島根県 島根県立出雲高等学校 32 鳥取県 鳥取県立倉吉西高等学校 34

岡山県 岡山県立津山商業高等学校 5 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 35

広島県 広島県立広島商業高等学校 21 千葉県 千葉県立薬園台高等学校 36

山口県 山口県立山口中央高等学校 40 熊本県 熊本県立第一高等学校 37

徳島県 徳島市立高等学校 20 愛媛県 愛媛県立八幡浜高等学校 38

香川県 香川県立坂出高等学校 48 大阪府 岸和田市立産業高等学校 39

愛媛県 愛媛県立八幡浜高等学校 38 山口県 山口県立山口中央高等学校 40

高知県 土佐高等学校 50 福岡県 祐誠高等学校 41

福岡県 祐誠高等学校 41 愛媛県 聖カタリナ学園高等学校 42

佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 28 滋賀県 綾羽高等学校 43

長崎県 長崎県立島原高等学校 45 奈良県 奈良県立法隆寺国際高等学校 44

熊本県 熊本学園大学付属高等学校 22 長崎県 長崎県立島原高等学校 45

熊本県 熊本県立第一高等学校 37 神奈川県 神奈川県立川崎北高等学校 46

大分県 大分県立大分東高等学校 31 青森県 青森県立青森中央高等学校 47

宮崎県 延岡学園高等学校 8 香川県 香川県立坂出高等学校 48

鹿児島県 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 35 福島県 福島県立郡山高等学校 49

沖縄県 沖縄県立知念高等学校 26 高知県 土佐高等学校 50

和歌山県 和歌山県立新宮高等学校 51

第41回全国高等学校弓道選抜大会

【団体の部】参加校一覧
＜女子団体＞ ＜女子団体＞

前年度優勝
（愛媛県） 聖カタリナ学園高等学校 42



　

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 北海道砂川高等学校 安　藤　朔　也 94 三重県 三重県立松阪工業高等学校 小　関　倖　大 63

北海道 北海道網走南ケ丘高等学校 鈴　木　航　青 61 三重県 伊勢学園高等学校 江　川　陽　登 66

北海道 市立札幌清田高等学校 渡　部　稜　大 33 滋賀県 綾羽高等学校 工　藤　怜　一 24

北海道 北海道苫小牧西高等学校 星　野　凌　輝 77 滋賀県 近江兄弟社高等学校 中　村　幸　希 75

青森県 弘前東高等学校 大　坊　光　翼 16 京都府 京都外大西高等学校 大　垣　拓　也 2

青森県 青森県立八戸北高等学校 梶　山　航　希 76 京都府 京都府立桂高等学校 17

岩手県 岩手県立盛岡第三高等学校 千　葉　周　作 64 大阪府 浪速高等学校 中　野　逸　夢 86

岩手県 岩手県立不来方高等学校 佐々木　陽　斗 73 大阪府 大阪青凌高等学校 岩　田　智　哉 40

宮城県 宮城県泉松陵高等学校 小野寺　康　太 50 兵庫県 甲南高等学校 伊　藤　耀　平 67

宮城県 宮城県泉高等学校 岩　﨑　航　樹 41 兵庫県 報徳学園高等学校 乾　　　大　洋 80

秋田県 秋田県立秋田中央高等学校 佐々木　一　真 18 奈良県 奈良県立桜井高等学校 岡　田　昂　己 62

秋田県 秋田県立西目高等学校 森　田　琉　為 27 奈良県 奈良県立法隆寺国際高等学校 秋　田　大　地 69

山形県 山形県立寒河江工業高等学校 児　玉　瀬　名 1 和歌山県 和歌山県立田辺工業高等学校 服　部　伶　音 42

山形県 山形県立山形工業高等学校 小　林　瑛　照 35 和歌山県 和歌山県立新翔高等学校 松　畑　真士希 98

福島県 福島県立平工業高等学校 柴　田　憲乃介 38 鳥取県 鳥取県立米子工業高等学校 小　谷　　　陸 48

福島県 福島県立福島工業高等学校 土　屋　真旺喜 21 鳥取県 鳥取県立鳥取西高等学校 盛　田　朋　希 100

茨城県 清真学園高等学校 亦　野　涼　雅 72 島根県 島根県立大田高等学校 水　　　柊　太 15

茨城県 茨城県立土浦第三高等学校 工　藤　拓　海 51 島根県 島根県立出雲高等学校 山　本　真　大 4

栃木県 栃木県立鹿沼高等学校 佐　藤　了　泰 45 岡山県 岡山県立高松農業高等学校 渡　邉　壮一郎 54

栃木県 栃木県立栃木工業高等学校 黒　瀧　洸　翔 7 岡山県 岡山県立水島工業高等学校 大　島　颯　泰 97

群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 亀　山　　　颯 81 広島県 崇徳高等学校 㫖　森　晃　誠 70

群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 髙　橋　那　琉 36 広島県 広島県立広島工業高等学校 小田原　龍平　ダニエル 11

埼玉県 埼玉県立浦和高等学校 樋　口　　　慶 37 山口県 山口県立南陽工業高等学校 今　川　誠　治 44

埼玉県 埼玉県立川越高等学校 松　本　花　陽 59 山口県 山口県立美祢青嶺高等学校 田　辺　敬　大 47

千葉県 千葉県立千葉高等学校 三　井　優　人 88 徳島県 徳島県立鳴門渦潮高等学校 松　尾　蒼　士 78

千葉県 松戸市立松戸高等学校 井　上　涼　月 5 徳島県 徳島市立高等学校 篠　原　右　京 87

東京都 東京都立芦花高等学校 北　之　和　義 60 香川県 香川県立丸亀城西高等学校 秋　月　賢　士 85

東京都 東京都立井草高等学校 新　垣　太　規 9 香川県 香川県立志度高等学校 笹　山　稜　真 12

神奈川県 山手学院高等学校 高　橋　尚　希 84 愛媛県 愛媛県立松山南高等学校 小笠原　悠　哩 14

神奈川県 湘南学院高等学校 細　井　羽　琉 79 愛媛県 愛媛県立八幡浜高等学校 木　村　颯　志 65

山梨県 山梨県立甲府工業高等学校 大　塚　颯　士 90 高知県 高知県立高岡高等学校 宮　崎　希　明 92

山梨県 甲府市立甲府商業高等学校 齋　城　慶　次 99 高知県 高知県立高知東高等学校 岡　村　　　悠 52

新潟県 新潟県立新津高等学校 熊　倉　陸　玖 43 福岡県 福岡県立宗像高等学校 扇　　　義　樹 74

新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 佐　伯　治　彦 96 福岡県 福岡大学附属大濠高等学校 矢　原　真　優 56

富山県 富山県立高岡工芸高等学校 中　嶋　一　郎 71 佐賀県 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 中　村　颯　希 93

富山県 富山県立富山いずみ高等学校 満　保　創　太 30 佐賀県 佐賀県立太良高等学校 吉　村　晏　司 25

石川県 小松大谷高等学校 森　下　亜　央 95 長崎県 長崎県立長崎南高等学校 松　口　樹　央 46

石川県 石川県立金沢錦丘高等学校 竹　内　隆　晟 8 長崎県 長崎南山高等学校 山　川　　　真 39

福井県 北陸高等学校 吉　田　光　来 55 熊本県 秀岳館高等学校 茅　野　麗　司 20

福井県 福井県立若狭東高等学校 重　田　温　也 31 熊本県 熊本県立熊本商業高等学校 吉　岡　拓　馬 23

長野県 長野県小諸商業高等学校 大　塚　倖　成 13 熊本県 熊本県立球磨工業高等学校 宮　原　歩　夢 29

長野県 長野県諏訪二葉高等学校 矢　沢　敬　大 6 熊本県 熊本県立翔陽高等学校 浜　辺　操　志 28

岐阜県 岐阜県立大垣北高等学校 小　竹　航　平 83 大分県 大分県立中津南高等学校 清　杉　陸　人 49

岐阜県 中京高等学校 竹　内　元　光 19 大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校 椎　原　琉　翔 57

静岡県 静岡県立掛川工業高等学校 田　代　祐　也 32 宮崎県 延岡学園高等学校 海　田　優　音 53

静岡県 静岡県立田方農業高等学校 石　田　光　星 26 宮崎県 宮崎県立妻高等学校 堀　　　翔　太 91

愛知県 愛知県立豊橋商業高等学校 工　藤　嵩　史 22 鹿児島県 樟南高等学校 井之上　翔　太 10

愛知県 愛知県立豊橋商業高等学校 鎌　子　晋　伍 89 鹿児島県 鹿児島県立曽於高等学校 佐　野　琥　珀 68

愛知県 愛知県立半田工科高等学校 中　川　隆　盛 58 沖縄県 沖縄県立首里東高等学校 小橋川　　　佑 34

愛知県 愛知県立豊田西高等学校 八　木　眞　如 82 沖縄県 興南高等学校 阿　部　太　一 3
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山形県 山形県立寒河江工業高等学校 児　玉　瀬　名 1 大分県 大分県立中津南高等学校 清　杉　陸　人 49

京都府 京都外大西高等学校 大　垣　拓　也 2 宮城県 宮城県泉松陵高等学校 小野寺　康　太 50

沖縄県 興南高等学校 阿　部　太　一 3 茨城県 茨城県立土浦第三高等学校 工　藤　拓　海 51

島根県 島根県立出雲高等学校 山　本　真　大 4 高知県 高知県立高知東高等学校 岡　村　　　悠 52

千葉県 松戸市立松戸高等学校 井　上　涼　月 5 宮崎県 延岡学園高等学校 海　田　優　音 53

長野県 長野県諏訪二葉高等学校 矢　沢　敬　大 6 岡山県 岡山県立高松農業高等学校 渡　邉　壮一郎 54

栃木県 栃木県立栃木工業高等学校 黒　瀧　洸　翔 7 福井県 北陸高等学校 吉　田　光　来 55

石川県 石川県立金沢錦丘高等学校 竹　内　隆　晟 8 福岡県 福岡大学附属大濠高等学校 矢　原　真　優 56

東京都 東京都立井草高等学校 新　垣　太　規 9 大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校 椎　原　琉　翔 57

鹿児島県 樟南高等学校 井之上　翔　太 10 愛知県 愛知県立半田工科高等学校 中　川　隆　盛 58

広島県 広島県立広島工業高等学校 小田原　龍平　ダニエル 11 埼玉県 埼玉県立川越高等学校 松　本　花　陽 59

香川県 香川県立志度高等学校 笹　山　稜　真 12 東京都 東京都立芦花高等学校 北　之　和　義 60

長野県 長野県小諸商業高等学校 大　塚　倖　成 13 北海道 北海道網走南ケ丘高等学校 鈴　木　航　青 61

愛媛県 愛媛県立松山南高等学校 小笠原　悠　哩 14 奈良県 奈良県立桜井高等学校 岡　田　昂　己 62

島根県 島根県立大田高等学校 水　　　柊　太 15 三重県 三重県立松阪工業高等学校 小　関　倖　大 63

青森県 弘前東高等学校 大　坊　光　翼 16 岩手県 岩手県立盛岡第三高等学校 千　葉　周　作 64

京都府 京都府立桂高等学校 17 愛媛県 愛媛県立八幡浜高等学校 木　村　颯　志 65

秋田県 秋田県立秋田中央高等学校 佐々木　一　真 18 三重県 伊勢学園高等学校 江　川　陽　登 66

岐阜県 中京高等学校 竹　内　元　光 19 兵庫県 甲南高等学校 伊　藤　耀　平 67

熊本県 秀岳館高等学校 茅　野　麗　司 20 鹿児島県 鹿児島県立曽於高等学校 佐　野　琥　珀 68

福島県 福島県立福島工業高等学校 土　屋　真旺喜 21 奈良県 奈良県立法隆寺国際高等学校 秋　田　大　地 69

愛知県 愛知県立豊橋商業高等学校 工　藤　嵩　史 22 広島県 崇徳高等学校 㫖　森　晃　誠 70

熊本県 熊本県立熊本商業高等学校 吉　岡　拓　馬 23 富山県 富山県立高岡工芸高等学校 中　嶋　一　郎 71

滋賀県 綾羽高等学校 工　藤　怜　一 24 茨城県 清真学園高等学校 亦　野　涼　雅 72

佐賀県 佐賀県立太良高等学校 吉　村　晏　司 25 岩手県 岩手県立不来方高等学校 佐々木　陽　斗 73

静岡県 静岡県立田方農業高等学校 石　田　光　星 26 福岡県 福岡県立宗像高等学校 扇　　　義　樹 74

秋田県 秋田県立西目高等学校 森　田　琉　為 27 滋賀県 近江兄弟社高等学校 中　村　幸　希 75

熊本県 熊本県立翔陽高等学校 浜　辺　操　志 28 青森県 青森県立八戸北高等学校 梶　山　航　希 76

熊本県 熊本県立球磨工業高等学校 宮　原　歩　夢 29 北海道 北海道苫小牧西高等学校 星　野　凌　輝 77

富山県 富山県立富山いずみ高等学校 満　保　創　太 30 徳島県 徳島県立鳴門渦潮高等学校 松　尾　蒼　士 78

福井県 福井県立若狭東高等学校 重　田　温　也 31 神奈川県 湘南学院高等学校 細　井　羽　琉 79

静岡県 静岡県立掛川工業高等学校 田　代　祐　也 32 兵庫県 報徳学園高等学校 乾　　　大　洋 80

北海道 市立札幌清田高等学校 渡　部　稜　大 33 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 亀　山　　　颯 81

沖縄県 沖縄県立首里東高等学校 小橋川　　　佑 34 愛知県 愛知県立豊田西高等学校 八　木　眞　如 82

山形県 山形県立山形工業高等学校 小　林　瑛　照 35 岐阜県 岐阜県立大垣北高等学校 小　竹　航　平 83

群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 髙　橋　那　琉 36 神奈川県 山手学院高等学校 高　橋　尚　希 84

埼玉県 埼玉県立浦和高等学校 樋　口　　　慶 37 香川県 香川県立丸亀城西高等学校 秋　月　賢　士 85

福島県 福島県立平工業高等学校 柴　田　憲乃介 38 大阪府 浪速高等学校 中　野　逸　夢 86

長崎県 長崎南山高等学校 山　川　　　真 39 徳島県 徳島市立高等学校 篠　原　右　京 87

大阪府 大阪青凌高等学校 岩　田　智　哉 40 千葉県 千葉県立千葉高等学校 三　井　優　人 88

宮城県 宮城県泉高等学校 岩　﨑　航　樹 41 愛知県 愛知県立豊橋商業高等学校 鎌　子　晋　伍 89

和歌山県 和歌山県立田辺工業高等学校 服　部　伶　音 42 山梨県 山梨県立甲府工業高等学校 大　塚　颯　士 90

新潟県 新潟県立新津高等学校 熊　倉　陸　玖 43 宮崎県 宮崎県立妻高等学校 堀　　　翔　太 91

山口県 山口県立南陽工業高等学校 今　川　誠　治 44 高知県 高知県立高岡高等学校 宮　崎　希　明 92

栃木県 栃木県立鹿沼高等学校 佐　藤　了　泰 45 佐賀県 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 中　村　颯　希 93

長崎県 長崎県立長崎南高等学校 松　口　樹　央 46 北海道 北海道砂川高等学校 安　藤　朔　也 94

山口県 山口県立美祢青嶺高等学校 田　辺　敬　大 47 石川県 小松大谷高等学校 森　下　亜　央 95

鳥取県 鳥取県立米子工業高等学校 小　谷　　　陸 48 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 佐　伯　治　彦 96

岡山県 岡山県立水島工業高等学校 大　島　颯　泰 97

和歌山県 和歌山県立新翔高等学校 松　畑　真士希 98

山梨県 甲府市立甲府商業高等学校 齋　城　慶　次 99

鳥取県 鳥取県立鳥取西高等学校 盛　田　朋　希 100
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北海道 北海道滝川高等学校 毎　原　　　悠 79 三重県 三重県立亀山高等学校 細　川　愛　莉 51

北海道 北海道北見緑陵高等学校 佐　藤　瑠　菜 14 三重県 三重県立津東高等学校 三　竿　萌　菜 95

北海道 北海道苫小牧東高等学校 佐　藤　和　佳 44 滋賀県 綾羽高等学校 赤　澤　千　咲 47

北海道 北海道小樽潮陵高等学校 大　栗　穂乃香 1 滋賀県 滋賀県立能登川高等学校 植　田　葉　月 40

青森県 青森県立青森中央高等学校 鹿　内　桜　華 30 京都府 京都外大西高等学校 北　村　香夏子 13

青森県 青森県立青森商業高等学校 佐　藤　空　海 72 京都府 京都府立城南菱創高等学校 玉　段　真奈美 73

岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 古　川　真　愛 39 大阪府 大阪府立汎愛高等学校 西　原　明小日 96

岩手県 岩手県立盛岡農業高等学校 野　村　和　甫 91 大阪府 岸和田市立産業高等学校 村　島　遥　菜 70

宮城県 尚絅学院高等学校 小　林　紅　音 5 兵庫県 甲南女子高等学校 中　西　桃　子 69

宮城県 尚絅学院高等学校 黒　須　ひかり 68 兵庫県 姫路市立飾磨高等学校 岡　田　瑠　奈 48

秋田県 秋田県立新屋高等学校 髙　橋　楓　花 25 奈良県 奈良県立郡山高等学校 廣　谷　萌　音 97

秋田県 秋田県立本荘高等学校 籠　山　結　菜 49 奈良県 奈良県立桜井高等学校 金　澤　由　乃 66

山形県 山形県立新庄南高等学校 元　木　陽　萌 29 和歌山県 和歌山県立南部高等学校 東　　　弥　來 76

山形県 山形県立酒田西高等学校 小　松　和　紗 22 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 湯　川　千　賀 6

福島県 福島県立橘高等学校 佐久間　雪　月 100 鳥取県 鳥取県立鳥取西高等学校 山　増　　　涼 56

福島県 郡山女子大学附属高等学校 三　瓶　莉　奈 46 鳥取県 鳥取県立境高等学校 生　田　詩　織 54

茨城県 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 新　出　埜　乃 82 島根県 島根県立大田高等学校 高　橋　里　奈 2

茨城県 茨城県立牛久高等学校 綿　引　千　也 93 島根県 島根県立出雲商業高等学校 杉　原　里　菜 18

栃木県 栃木県立宇都宮東高等学校 隅　　　友　里 11 岡山県 岡山県立津山商業高等学校 岩　佐　玲　那 84

栃木県 足利大学附属高等学校 野　口　実　紅 62 岡山県 岡山県立勝間田高等学校 山　本　愛　菜 92

群馬県 群馬県立高崎女子高等学校 江　原　茉利奈 33 広島県 福山暁の星女子高等学校 藤　川　妃　菜 23

群馬県 前橋市立前橋高等学校 小　松　そ　ら 78 広島県 広島市立基町高等学校 閑　田　歩　美 17

埼玉県 埼玉県立川越総合高等学校 草　岡　美　波 99 山口県 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 大内田　紗　希 28

埼玉県 埼玉県立桶川高等学校 島　田　夏　葵 86 山口県 山口県立宇部中央高等学校 高　木　風　花 98

千葉県 千葉県立松尾高等学校 伊　藤　真　那 7 徳島県 徳島県立徳島商業高等学校 坂　東　瑞　季 67

千葉県 千葉県立長生高等学校 齋　木　美沙都 88 徳島県 徳島市立高等学校 福　岡　帆　奈 81

東京都 國學院大學久我山高等学校 小　林　萌　夏 27 香川県 香川県立高松商業高等学校 香　西　希　星 74

東京都 頌栄女子学院高等学校 中　村　佳　伶 4 香川県 香川県立坂出商業高等学校 山　中　悠　莉 57

神奈川県 神奈川県立城郷高等学校 石　川　優　衣 37 愛媛県 愛媛県立宇和島南中等教育学校 川　口　李　花 32

神奈川県 湘南学院高等学校 齋　藤　瑠　真 21 愛媛県 聖カタリナ学園高等学校 宮　崎　日果理 52

山梨県 山梨県立韮崎高等学校 小　尾　幸紀恵 63 高知県 土佐女子高等学校 萩　野　夏　帆 36

山梨県 山梨県立富士北稜高等学校 小井圡　玲乙奈 41 高知県 高知県立高知国際高等学校 北　代　知　歩 60

新潟県 新潟県立三条高等学校 石　原　真　由 64 福岡県 福岡県立北筑高等学校 吉　田　典　加 38

新潟県 新潟県立三条高等学校 丸　山　莉　奈 12 福岡県 福岡県立八幡南高等学校 永　島　未　来 45

富山県 富山県立滑川高等学校 池　田　真　央 94 佐賀県 佐賀女子高等学校 古　川　桃　世 3

富山県 富山県立滑川高等学校 竹之内　心　海 65 佐賀県 佐賀県立鹿島高等学校 一ノ瀬　千　咲 59

石川県 金沢高等学校 宮　﨑　　　碧 43 長崎県 長崎県立諫早農業高等学校 折　口　真　実 75

石川県 星稜高等学校 今　高　菜々子 15 長崎県 長崎日本大学高等学校 出　口　美　佑 87

福井県 福井県立若狭東高等学校 橋　詰　美　羽 85 熊本県 熊本県立鹿本高等学校 大　渕　音　羽 80

福井県 福井県立高志高等学校 鈴　木　和　那 10 熊本県 慶誠高等学校 本　田　　　響 53

長野県 飯田女子高等学校 宇佐美　瑠　菜 90 熊本県 熊本学園大学付属高等学校 宮　尾　　　碧 34

長野県 長野県赤穂高等学校 伊　藤　七　海 31 熊本県 熊本県立八代高等学校 木　本　絢　花 24

岐阜県 岐阜県立大垣商業高等学校 渡　邊　桃　礼 71 大分県 大分県立情報科学高等学校 田　中　梨　菜 26

岐阜県 岐阜県立大垣商業高等学校 三　摩　千　賀 50 大分県 大分県立国東高等学校 堀　　　小　粋 16

静岡県 静岡県立富士宮西高等学校 秋　山　セイラ 20 宮崎県 延岡学園高等学校 大　神　氣　那 89

静岡県 静岡県立焼津中央高等学校 勝　山　　　暖 58 宮崎県 宮崎県立都城西高等学校 水流園　好　美 61

愛知県 愛知県立豊田西高等学校 實　渕　ことみ 9 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 宮　下　美　来 8

愛知県 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 林　　　里　穂 83 鹿児島県 鹿児島県立加治木工業高等学校 鷹　木　さおり 19

愛知県 愛知県立岡崎西高等学校 外　山　富美子 77 沖縄県 沖縄県立コザ高等学校 前　原　ひなた 35

愛知県 愛知県立岡崎高等学校 岡　本　莉　奈 42 沖縄県 沖縄県立浦添高等学校 比　嘉　美那海 55
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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 北海道小樽潮陵高等学校 大　栗　穂乃香 1 秋田県 秋田県立本荘高等学校 籠　山　結　菜 49

島根県 島根県立大田高等学校 高　橋　里　奈 2 岐阜県 岐阜県立大垣商業高等学校 三　摩　千　賀 50

佐賀県 佐賀女子高等学校 古　川　桃　世 3 三重県 三重県立亀山高等学校 細　川　愛　莉 51

東京都 頌栄女子学院高等学校 中　村　佳　伶 4 愛媛県 聖カタリナ学園高等学校 宮　崎　日果理 52

宮城県 尚絅学院高等学校 小　林　紅　音 5 熊本県 慶誠高等学校 本　田　　　響 53

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 湯　川　千　賀 6 鳥取県 鳥取県立境高等学校 生　田　詩　織 54

千葉県 千葉県立松尾高等学校 伊　藤　真　那 7 沖縄県 沖縄県立浦添高等学校 比　嘉　美那海 55

鹿児島県 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 宮　下　美　来 8 鳥取県 鳥取県立鳥取西高等学校 山　増　　　涼 56

愛知県 愛知県立豊田西高等学校 實　渕　ことみ 9 香川県 香川県立坂出商業高等学校 山　中　悠　莉 57

福井県 福井県立高志高等学校 鈴　木　和　那 10 静岡県 静岡県立焼津中央高等学校 勝　山　　　暖 58

栃木県 栃木県立宇都宮東高等学校 隅　　　友　里 11 佐賀県 佐賀県立鹿島高等学校 一ノ瀬　千　咲 59

新潟県 新潟県立三条高等学校 丸　山　莉　奈 12 高知県 高知県立高知国際高等学校 北　代　知　歩 60

京都府 京都外大西高等学校 北　村　香夏子 13 宮崎県 宮崎県立都城西高等学校 水流園　好　美 61

北海道 北海道北見緑陵高等学校 佐　藤　瑠　菜 14 栃木県 足利大学附属高等学校 野　口　実　紅 62

石川県 星稜高等学校 今　高　菜々子 15 山梨県 山梨県立韮崎高等学校 小　尾　幸紀恵 63

大分県 大分県立国東高等学校 堀　　　小　粋 16 新潟県 新潟県立三条高等学校 石　原　真　由 64

広島県 広島市立基町高等学校 閑　田　歩　美 17 富山県 富山県立滑川高等学校 竹之内　心　海 65

島根県 島根県立出雲商業高等学校 杉　原　里　菜 18 奈良県 奈良県立桜井高等学校 金　澤　由　乃 66

鹿児島県 鹿児島県立加治木工業高等学校 鷹　木　さおり 19 徳島県 徳島県立徳島商業高等学校 坂　東　瑞　季 67

静岡県 静岡県立富士宮西高等学校 秋　山　セイラ 20 宮城県 尚絅学院高等学校 黒　須　ひかり 68

神奈川県 湘南学院高等学校 齋　藤　瑠　真 21 兵庫県 甲南女子高等学校 中　西　桃　子 69

山形県 山形県立酒田西高等学校 小　松　和　紗 22 大阪府 岸和田市立産業高等学校 村　島　遥　菜 70

広島県 福山暁の星女子高等学校 藤　川　妃　菜 23 岐阜県 岐阜県立大垣商業高等学校 渡　邊　桃　礼 71

熊本県 熊本県立八代高等学校 木　本　絢　花 24 青森県 青森県立青森商業高等学校 佐　藤　空　海 72

秋田県 秋田県立新屋高等学校 髙　橋　楓　花 25 京都府 京都府立城南菱創高等学校 玉　段　真奈美 73

大分県 大分県立情報科学高等学校 田　中　梨　菜 26 香川県 香川県立高松商業高等学校 香　西　希　星 74

東京都 國學院大學久我山高等学校 小　林　萌　夏 27 長崎県 長崎県立諫早農業高等学校 折　口　真　実 75

山口県 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 大内田　紗　希 28 和歌山県 和歌山県立南部高等学校 東　　　弥　來 76

山形県 山形県立新庄南高等学校 元　木　陽　萌 29 愛知県 愛知県立岡崎西高等学校 外　山　富美子 77

青森県 青森県立青森中央高等学校 鹿　内　桜　華 30 群馬県 前橋市立前橋高等学校 小　松　そ　ら 78

長野県 長野県赤穂高等学校 伊　藤　七　海 31 北海道 北海道滝川高等学校 毎　原　　　悠 79

愛媛県 愛媛県立宇和島南中等教育学校 川　口　李　花 32 熊本県 熊本県立鹿本高等学校 大　渕　音　羽 80

群馬県 群馬県立高崎女子高等学校 江　原　茉利奈 33 徳島県 徳島市立高等学校 福　岡　帆　奈 81

熊本県 熊本学園大学付属高等学校 宮　尾　　　碧 34 茨城県 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 新　出　埜　乃 82

沖縄県 沖縄県立コザ高等学校 前　原　ひなた 35 愛知県 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 林　　　里　穂 83

高知県 土佐女子高等学校 萩　野　夏　帆 36 岡山県 岡山県立津山商業高等学校 岩　佐　玲　那 84

神奈川県 神奈川県立城郷高等学校 石　川　優　衣 37 福井県 福井県立若狭東高等学校 橋　詰　美　羽 85

福岡県 福岡県立北筑高等学校 吉　田　典　加 38 埼玉県 埼玉県立桶川高等学校 島　田　夏　葵 86

岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 古　川　真　愛 39 長崎県 長崎日本大学高等学校 出　口　美　佑 87

滋賀県 滋賀県立能登川高等学校 植　田　葉　月 40 千葉県 千葉県立長生高等学校 齋　木　美沙都 88

山梨県 山梨県立富士北稜高等学校 小井圡　玲乙奈 41 宮崎県 延岡学園高等学校 大　神　氣　那 89

愛知県 愛知県立岡崎高等学校 岡　本　莉　奈 42 長野県 飯田女子高等学校 宇佐美　瑠　菜 90

石川県 金沢高等学校 宮　﨑　　　碧 43 岩手県 岩手県立盛岡農業高等学校 野　村　和　甫 91

北海道 北海道苫小牧東高等学校 佐　藤　和　佳 44 岡山県 岡山県立勝間田高等学校 山　本　愛　菜 92

福岡県 福岡県立八幡南高等学校 永　島　未　来 45 茨城県 茨城県立牛久高等学校 綿　引　千　也 93

福島県 郡山女子大学附属高等学校 三　瓶　莉　奈 46 富山県 富山県立滑川高等学校 池　田　真　央 94

滋賀県 綾羽高等学校 赤　澤　千　咲 47 三重県 三重県立津東高等学校 三　竿　萌　菜 95

兵庫県 姫路市立飾磨高等学校 岡　田　瑠　奈 48 大阪府 大阪府立汎愛高等学校 西　原　明小日 96

奈良県 奈良県立郡山高等学校 廣　谷　萌　音 97

山口県 山口県立宇部中央高等学校 高　木　風　花 98

埼玉県 埼玉県立川越総合高等学校 草　岡　美　波 99

福島県 福島県立橘高等学校 佐久間　雪　月 100
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