
岩富　凱也 鈴木　千貴
開志国際③ 米澤　蓮 鈴木　千貴 星城①

米澤　蓮 盛岡中央③ 星城① 北國　譲斗志

盛岡中央③ 鈴木 晃祐 宇喜多　飛翔 ルネサンス大阪①

鳥海　颯汰 西武台千葉② 関西① 宇喜多　飛翔

北海道音更② 鈴木 晃祐 宇喜多　飛翔 関西①
鈴木 晃祐 西武台千葉② 関西① 田中　章太郎

西武台千葉② 小野　貴之 上村　竜太 日本ウェルネス①

杉浦　悠太 滝川第二① 学校法人神村学園② 石坂　友宏
福井工大附属福井① 小野　貴之 上村　竜太 日本ウェルネス③

小野　貴之 滝川第二① 学校法人神村学園② 上村　竜太
滝川第二① 小野　貴之 上村　竜太 学校法人神村学園②

与那嶺　龍仁 滝川第二① 学校法人神村学園② 蟬川　泰果
宜野座② 与那嶺　龍仁 蟬川　泰果 興國②

井戸川　純平 宜野座② 興國② 吉田　好輝
宮崎日本大学② 小野　貴之 坂本　柊人 広島国際学院③

石川　大翔 滝川第二① 広島県瀬戸内③ 山中　頌
藤井学園寒川① 石川　大翔 山中　頌 いなべ総合学園②

岩田　大河 藤井学園寒川① いなべ総合学園② 平田　憲聖
大阪学院大学③ 田中　裕真 坂本　柊人 大阪学院大学②

木本　大志 大阪商業大学② 広島県瀬戸内③ 坂本　柊人
広島県瀬戸内② 田中　裕真 坂本　柊人 広島県瀬戸内③

田中　裕真 大阪商業大学② 広島県瀬戸内③ 毛利　一成
大阪商業大学② 多良間　伸平 坂本　柊人 日本ウェルネス③

大澤　優 宮古総合実業② 広島県瀬戸内③ 村上　拓海
開志国際③ 長嶺  勝斗 多良間　伸平 三位 村上　拓海 千葉学芸③
長嶺  勝斗 宜野座③ 宮古総合実業② 上村　竜太 千葉学芸③ 石岡　丈
宜野座③ 多良間　伸平 上村　竜太 学校法人神村学園② 村上　拓海 学校法人石川②

中澤　大樹 宮古総合実業② 学校法人神村学園② 四位 千葉学芸③ 下家　秀琉
滝川第二② 多良間　伸平 多良間　伸平 下家　秀琉 大阪学院大学①

多良間　伸平 宮古総合実業② 宮古総合実業② 大阪学院大学① 三田　真弘
宮古総合実業② 代々木①

順位決定戦

鈴木 晃祐
田中　裕真 西武台千葉② 鈴木 晃祐

七位 大阪商業大学② 田中　裕真 西武台千葉② 五位

宇喜多　飛翔 大阪商業大学② 鈴木 晃祐
関西① 宇喜多　飛翔 西武台千葉②

八位 宇喜多　飛翔 関西① 村上　拓海 六位

田中　裕真 関西① 村上　拓海 千葉学芸③ 村上　拓海
大阪商業大学② 千葉学芸③ 千葉学芸③

三位決定戦

3and1

1up

3and1

19thH

二位

優勝 小野　貴之

8and6

20thH

3and1

19thH

2up

3and2

4and3

19thH

1up

4and2

3and2

2up

2and1

5and4

3and1

4and3

3and2

1up

3and2

2and1

5and3

3and2

2up

2and1

1up

1up

滝川第二①

坂本　柊人
広島県瀬戸内③
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河野　杏奈 永嶋　花音
麗澤③ 吉原　奈生子 奥山　純菜 日章学園①

吉原　奈生子 高松中央③ 熊本国府① 奥山　純菜
高松中央③ 大西　菜生 和久井　麻由 熊本国府①
大西　菜生 四国学院大香川西② 代々木① 和久井　麻由

四国学院大香川西② 大西　菜生 和久井　麻由 代々木①
木内　真衣 四国学院大香川西② 代々木① 山下　美夢有

四国学院大香川西② 大西　菜生 和久井　麻由 大阪桐蔭①
髙木　美佑 四国学院大香川西② 代々木① 柏原　瑞季

福井工大附属福井② 小川　うらら 松岡　美咲 クラーク記念国際①

小川　うらら 神港学園③ 常磐③ 松岡　美咲
神港学園③ 古江　彩佳 松岡　美咲 常磐③
古家　翔香 滝川第二② 常磐③ 倉永　光里
代々木③ 古江　彩佳 安田　祐香 大阪桐蔭③

古江　彩佳 滝川第二② 滝川第二② 安田　祐香
滝川第二② 西村　優菜 和久井　麻由 滝川第二②
山口 すず夏 大阪商業大学② 代々木① 高田　花恋
共立女子第二② 山口 すず夏 後藤　未有 大阪学院大学①

吉本　ここね 共立女子第二② 沖学園② 後藤　未有
札幌光星③ 山口 すず夏 後藤　未有 沖学園②
横山　もも 共立女子第二② 沖学園② 平岡　瑠依

八戸工業大学第一② 栗原　愛 阿部　未悠 大阪学芸③
栗原　愛 広島国際学院① 第一学院② 阿部　未悠

広島国際学院① 西村　優菜 政田　夢乃 第一学院②
吉田　優利 大阪商業大学② 北海学園札幌② 山本　彩乃

麗澤② 西村　優菜 大西　菜生 三位 政田　夢乃 高川学園②
西村　優菜 大阪商業大学② 四国学院大香川西② 政田　夢乃 北海学園札幌② 政田　夢乃

大阪商業大学② 西村　優菜 政田　夢乃 北海学園札幌② 政田　夢乃 北海学園札幌②

鈴木　陽彩 大阪商業大学② 北海学園札幌② 四位 北海学園札幌② 高橋　しずく
大阪産業大学附属① 鈴木　陽彩 大西　菜生 高橋　しずく 厚木北②
上野　菜々子 大阪産業大学附属① 四国学院大香川西② 厚木北② 鶴岡　果恋
東海大学付属仰星② 順位決定戦 湘南学院③

古江　彩佳
古江　彩佳 滝川第二② 山口 すず夏

七位 滝川第二② 山口 すず夏 共立女子第二② 五位

古江　彩佳 共立女子第二② 山口 すず夏
滝川第二② 松岡　美咲 共立女子第二②

八位 松岡　美咲 常磐③ 後藤　未有 六位

松岡　美咲 常磐③ 後藤　未有 沖学園② 後藤　未有
常磐③ 沖学園② 沖学園②
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