
鈴木 千貴 小寺 大佑

星城高等学校3 鈴木 千貴 小寺 大佑 大阪学院大学高等学校3

田中 章太郎 星城高等学校3 大阪学院大学高等学校3 笠原 瑛

日本ウェルネス高等学校3 鈴木 千貴 小寺 大佑 広島県瀬戸内高等学校3

鈴木 隆太 星城高等学校3 大阪学院大学高等学校3 枝川 吏輝

埼玉栄高等学校2 鈴木 隆太 枝川 吏輝 日章学園高等学校2

福住 修 埼玉栄高等学校2 日章学園高等学校2 加治屋 龍之介

明徳義塾高等学校2 鈴木 千貴 小寺 大佑 堀越高等学校3

長野 泰雅 星城高等学校3 大阪学院大学高等学校3 池田　拓史

沖学園高等学校1 玉木 海凪 石塚 祥利 樟南高等学校1

玉木 海凪 滝川第二高等学校2 沖学園高等学校2 石塚 祥利

滝川第二高等学校2 玉木 海凪 石塚 祥利 沖学園高等学校2

中川 虎ノ介 滝川第二高等学校2 沖学園高等学校2 新垣 厚樹

水戸市笠原町中学校2 小林 大河 新垣 厚樹 浜松日体高等学校2

小林 大河 西武台千葉高等学校1 浜松日体高等学校2 宮里 海翔

西武台千葉高等学校1 鈴木 千貴 小寺 大佑 興南高等学校3

杉浦 悠太 星城高等学校3 大阪学院大学高等学校3 和泉 健太郎
福井工業大学附属福井高等学校3 杉浦 悠太 森薗 大河 近畿大学付属高等学校3

高橋 遼羽 福井工業大学附属福井高等学校3 鹿児島城西高等学校2 森薗 大河

札幌光星高等学校2 金子 駆大 千葉 涼晴 鹿児島城西高等学校2

唐下 明徒 ルネサンス豊田高等学校2 日本ウェルネス高等学校2 宝泉 研輝

広島県瀬戸内高等学校2 金子 駆大 千葉 涼晴 学校法人石川高等学校2

金子 駆大 ルネサンス豊田高等学校2 日本ウェルネス高等学校2 千葉 涼晴

ルネサンス豊田高等学校2 金子 駆大 末廣 大地 日本ウェルネス高等学校2

大嶋 宝 ルネサンス豊田高等学校2 三位決定戦 中条中学校3 吉沢 己咲

関西高等学校1 香川 大樹 金子 駆大 三位 吉沢 己咲 藤岡市立北中学校3

香川 大樹 四国学院大学香川西高等学校2 ルネサンス豊田高等学校2 末廣 大地 藤岡市立北中学校3 久常 涼

四国学院大学香川西高等学校2 仲宗根 祥仁 末廣 大地 中条中学校3 末廣 大地 岡山県作陽高等学校2

福住 将 久志中学校3 中条中学校3 四位 中条中学校3 小村 隼士

明徳義塾高等学校2 仲宗根 祥仁 金子 駆大 末廣 大地 札幌光星高等学校1

仲宗根 祥仁 久志中学校3 ルネサンス豊田高等学校2 中条中学校3 末廣 大地

久志中学校3 中条中学校3

順位決定戦

七位決定戦 玉木 海凪 五位決定戦

玉木 海凪 滝川第二高等学校2 仲宗根 祥仁

七位 滝川第二高等学校2 仲宗根 祥仁 久志中学校3 五位
玉木 海凪 久志中学校3 仲宗根 祥仁

滝川第二高等学校2 石塚 祥利 久志中学校3

八位 千葉 涼晴 沖学園高等学校2 石塚 祥利 六位
千葉 涼晴 日本ウェルネス高等学校2 千葉 涼晴 沖学園高等学校2 石塚 祥利

日本ウェルネス高等学校2 日本ウェルネス高等学校2 沖学園高等学校2

3and2 1up

2and1 1up

2and1

2and1

4and2

宮 城 盛 幸大会競技委員長

2up

19thHole 2up

5and4

4and3

6and5 1up

1up 2and1

2and1

5and3 5and3

7and5

二位 小寺 大佑
2and1 3and2

大阪学院大学高等学校3 4and2

2and1

4and3

3and2 星城高等学校3

1up

優勝 鈴木 千貴
1up

2and1

2up 6and5

2up
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4and3 3and2

3and2 5and4《最終男子結果》



天野 真里奈 酒井 夏鈴

神奈川県立厚木北高等学校3 越田 泰羽 市村 杏 美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校3

越田 泰羽 湘南学院高等学校1 佐久長聖高等学校1 市村 杏

湘南学院高等学校1 越田 泰羽 市村 杏 佐久長聖高等学校1

塩澄 英香 湘南学院高等学校1 佐久長聖高等学校1 都 玲華

沖学園高等学校3 佐々木 史奈 川﨑 春花 生光学園高等学校1

佐々木 史奈 岡山県作陽高等学校1 大阪学院大学高等学校1 川﨑 春花

岡山県作陽高等学校1 六車 日那乃 市村 杏 大阪学院大学高等学校1

榎本 杏果 麗澤高等学校2 佐久長聖高等学校1 佐久間 朱莉

共立女子第二高等学校1 六車 日那乃 神谷 そら 埼玉平成高等学校2

六車 日那乃 麗澤高等学校2 麗澤瑞浪高等学校1 神谷 そら

麗澤高等学校2 六車 日那乃 水木 春花 麗澤瑞浪高等学校1

岩切 美空 麗澤高等学校2 大分高等学校3 佐藤 杏莉

宮崎日本大学高等学校2 藤井 美羽 水木 春花 麗澤高等学校2

藤井 美羽 名古屋市立千種台中学校3 大分高等学校3 水木 春花

名古屋市立千種台中学校3 六車 日那乃 岩井 明愛 大分高等学校3

田中 こころ 麗澤高等学校2 埼玉栄高等学校2 梶谷 翼

岐阜聖徳高等学校1 田中 こころ 島袋 ひの 滝川第二高等学校1

幸田 彩里 岐阜聖徳高等学校1 宜野座高等学校3 島袋 ひの

名古屋市立西陵高等学校3 橋本 美月 島袋 ひの 宜野座高等学校3

橋本 美月 滝川第二高等学校2 宜野座高等学校3 鶴瀬 華月

滝川第二高等学校2 橋本 美月 鶴瀬 華月 東北高等学校2

早坂 はる菜 滝川第二高等学校2 東北高等学校2 仲村 果乃

北海学園札幌高等学校1 橋本 美月 岩井 明愛 奈良育英高等学校3

岩井 千怜 滝川第二高等学校2 三位決定戦 埼玉栄高等学校2 髙原 花奈

埼玉栄高等学校2 岩井 千怜 橋本 美月 三位 大郷 光瑠 宮崎日大高等学校2

吉津谷 彩香 埼玉栄高等学校2 滝川第二高等学校2 橋本 美月 諏訪市立諏訪西中学校3 大郷 光瑠

ルネサンス高等学校3 岡田 樹花 市村 杏 滝川第二高等学校2 岩井 明愛 諏訪市立諏訪西中学校3

岡田 樹花 滝川第二高等学校2 佐久長聖高等学校1 四位 埼玉栄高等学校2 喜久山 紗弥

滝川第二高等学校2 岡田 樹花 市村 杏 岩井 明愛 久志中学校3

永嶋 花音 滝川第二高等学校2 佐久長聖高等学校1 埼玉栄高等学校2 岩井 明愛

日章学園高等学校3 埼玉栄高等学校2

順位決定戦

七位決定戦 越田 泰羽 五位決定戦

岡田 樹花 湘南学院高等学校1 越田 泰羽

七位 滝川第二高等学校2 岡田 樹花 湘南学院高等学校1 五位
岡田 樹花 滝川第二高等学校2 水木 春花

滝川第二高等学校2 水木 春花 大分高等学校3

八位 島袋 ひの 大分高等学校3 水木 春花 六位
島袋 ひの 宜野座高等学校3 島袋 ひの 大分高等学校3 越田 泰羽

宜野座高等学校3 宜野座高等学校3 湘南学院高等学校1
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優勝 岩井 明愛
5and4

3and2 埼玉栄高等学校2

1up

二位 六車 日那乃
3and2 4and2

5and3 麗澤高等学校2

1up
5and4

4and3

5and4

1up

1up 1up

6and5

1up 3and1

5and4

1up 3and2

4and3

3and1

7and6 4and3

4and3 3and2

大会競技委員長 宮 城 盛 幸

1up

5and4

2and1

3and2


