
都道府県 学校名 選手名 都道府県 学校名 選手名

1 北海道 東海大学付属札幌高等学校 小柳　遥人 1 北海道 北星学園大学附属高等学校 元木　綾那

2 青森 青森県立青森高等学校 三浦　陽 2 青森 青森県立八戸西高等学校 夏坂　海夕愛

3 岩手 岩手県立盛岡第一高等学校 田村　春樹 3 岩手 盛岡白百合学園高等学校 山崎　ひなた

4 宮城 宮城県立仙台第三高等学校 城　義弥 4 宮城 東北学院榴ヶ岡高等学校 佐藤　ひかり

5 秋田 秋田県立秋田高等学校 野坂　条 5 秋田 秋田県立秋田高等学校 佐々木　実夕

6 山形 山形県立山形南高等学校 櫻井　倖誠 6 山形 日本大学山形高等学校 齋藤　和伽

7 福島 福島県立磐城高等学校 草野　友希 7 福島 福島県立磐城桜が丘高等学校 志賀　亜希奈

8 茨城 茗渓学園高等学校 原　令恩 8 茨城 茨城キリスト教学園高等学校 松本　陽玖

9 栃木 宇都宮短期大学附属高等学校 高瀬　祐介 9 栃木 宇都宮海星女子学院高等学校 平野　愛実

10 群馬 共愛学園高等学校 鈴木　荘太郎 10 群馬 群馬県立前橋女子高等学校 平形　七菜

11 埼玉 秀明英光高等学校 神田　隆成 11 埼玉 昌平高等学校 吉田　琴音

12 千葉 千葉市立稲毛高等学校 金田　俊介 12 千葉 麗澤高等学校 中新　ゆずりは

13 東京 立教池袋高等学校 金子　正人 13 東京 東京女子学院高等学校 岩佐　南美

14 神奈川 橘学苑高等学校 稲木　友望 14 神奈川 神奈川県立秦野高等学校 辻内　未海

15 山梨 山梨学院高等学校 五島　凌太 15 山梨 山梨県立甲府南高等学校 篠崎　実咲

16 新潟 新潟明訓高等学校 岩崎　日々輝 16 新潟 開志国際高等学校 畠　さゆり

17 富山 富山県立富山中部高等学校 竹内　陽斗 17 富山 富山県立富山中部高等学校 伊藤　千遥

18 石川 石川県立金沢二水高等学校 竹内　暖雅 18 石川 石川県立金沢二水高等学校 石田　紗矢

19 福井 福井県立高志高等学校 北尾　春翔 19 福井 福井県立藤島高等学校 揚原　桃花

20 長野 長野県赤穂高等学校 上原　琉 20 長野 長野日本大学高等学校 中澤　夏葵

21 静岡 静岡市立高等学校 田中　蒼大 21 静岡 城南静岡高等学校 近藤　優衣

22 愛知 愛知県立昭和高等学校 仲　温斗 22 愛知 名古屋経済大学市邨高等学校 津田　梨央

23 岐阜 岐阜県立岐阜高等学校 丹羽　駿介 23 岐阜 麗澤瑞浪高等学校 山田　奈々

24 三重 三重県立四日市高等学校 松浦　帆高 24 三重 三重県立川越高等学校 杉本　和香穂

25 滋賀 近江高等学校 岡島　昊大 25 滋賀 滋賀県立栗東高等学校 中原　青空

26 京都 同志社国際高等学校 向井　大和 26 京都 同志社高等学校 森村　瑠菜

27 大阪 清風南海高等学校 犬塚　隆介 27 大阪 大商学園高等学校 千葉　陽葵

28 兵庫 兵庫県立猪名川高等学校 浅井　優熙 28 兵庫 啓明学院高等学校 市川　結菜

29 奈良 奈良学園登美ヶ丘高等学校 坂根　瑛太 29 奈良 帝塚山高等学校 岡田　凜

30 和歌山 近畿大学附属和歌山高等学校 大西　金之助 30 和歌山 慶風高等学校 𠮷田　沙蘭

31 鳥取 鳥取城北高等学校 白石　一樹 31 鳥取 鳥取県立倉吉東高等学校 櫻井　友子

32 島根 島根県立松江北高等学校 勝部　篤輝 32 島根 島根県立吉賀高等学校 加藤　那菜

33 岡山 岡山県立岡山芳泉高等学校 長尾　治紀 33 岡山 岡山県立倉敷天城高等学校 浅野　里帆

34 広島 崇徳高等学校 三好　啓斗 34 広島 広陵高等学校 村田　結愛

35 山口 山口県立山口高等学校 正木　光 35 山口 山口県立山口高等学校 渡邉　心優

36 徳島 徳島市立高等学校 岩井　柊 36 徳島 徳島県立城南高等学校 西森　暖乃

37 香川 香川県立丸亀高等学校 東野　光祐 37 香川 香川県立坂出高等学校 堀家　那菜

38 愛媛 愛媛県立松山北高等学校 石綿　凌空 38 愛媛 愛媛県立松山東高等学校 渡部　日菜

39 高知 土佐高等学校 斉藤　名趣 39 高知 土佐高等学校 池内　奈々

40 福岡 筑陽学園高等学校 山口　永徒 40 福岡 福岡県立福岡高等学校 和田　夏歩

41 佐賀 佐賀県立鳥栖商業高等学校 福永　真大 41 佐賀 佐賀県立鳥栖商業高等学校 山本　和

42 長崎 長崎県立長崎西高等学校 山口　琢磨 42 長崎 長崎県立長崎東高等学校 森山　和夏

43 熊本 熊本県立八代工業高等学校 梅田　晴太朗 43 熊本 熊本学園大学付属高等学校 坂本　来瞳

44 大分 福徳学院高等学校 寺岡　正太郎 44 大分 大分県立大分舞鶴高等学校 工藤　里菜

45 宮崎 宮崎県立宮崎大宮高等学校 柴　翔太 45 宮崎 宮崎日本大学高等学校 嶺岸　恵

46 鹿児島 鹿児島実業高等学校 田中　琉生 46 鹿児島 鹿児島県立武岡台高等学校 西原　凛香

47 沖縄 沖縄県立コザ高等学校 久高　秀平 47 沖縄 沖縄県立小禄高等学校 石嶺　妃菜

48 福岡県立福岡高等学校 関根　大耀 48 折尾愛真高等学校 田島　梨帆
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