
井出　太陽 安藤　輝

長野県小海高等学校 折笠　蒼太 安藤　輝 関西高等学校1

折笠　蒼太 南光学園東北高等学校1 関西高等学校1 宇山　航生

南光学園東北高等学校 折笠　蒼太 安藤　輝 姫路南高等学校2

杉村　亮輔 南光学園東北高等学校1 関西高等学校1 平澤　海翔

北海道札幌稲雲高等学校 小野澤　樹 平澤　海翔 愛知工業大学名電高等学校3

小野澤　樹 佐久長聖高等学校3 愛知工業大学名電高等学校3 比嘉　玲王

佐久長聖高等学校 中川　瑛太 安藤　輝 沖縄カトリック中学校1

相楽　亮太 岐阜聖徳学園高等学校1 関西高等学校1 生杉　奏馬

滝川第二高等学校 中川　瑛太 城山　渉二 千歳市立勇舞中学校1

中川　瑛太 岐阜聖徳学園高等学校1 広陵高等学校3 城山　渉二

岐阜聖徳学園高等学校 中川　瑛太 米原　力斗 広陵高等学校3

全　　允浩 岐阜聖徳学園高等学校1 関西高等学校2 小泉　星空斗

埼玉栄高等学校 全　　允浩 米原　力斗 会津若松市立若松第三中学校1

渡辺　匠 埼玉栄高等学校2 関西高等学校2 米原　力斗

豊橋市立南部中学校 中川　瑛太 安藤　輝 関西高等学校2

中川　雄太 岐阜聖徳学園高等学校1 関西高等学校1 寺山　晴登

四国学院大学香川西高等学校 加藤　將 佐藤　日向 関西大学第一高等学校1

加藤　將 藤井学園寒川高等学校3 盈進中学校1 佐藤　日向

藤井学園寒川高等学校 竹中　雅貴 角江　陸翔 盈進中学校1

竹中　雅貴 明治大学付属中野高等学校3 枚方第三中学校2 角江　陸翔

明治大学付属中野高等学校 竹中　雅貴 角江　陸翔 枚方第三中学校2

欠席 明治大学付属中野高等学校3 枚方第三中学校2 三橋　悠之介

角江　勇稀 山口　大騎 森村学園中等部2

角江　勇稀 立命館守山高等学校2 中部大学第一高等学校1 山口　大騎

立命館守山高等学校 角江　勇稀 角江　勇稀 三位 山口　大騎 中部大学第一高等学校1

矢内　大喜 立命館守山高等学校2 立命館守山高等学校2 山口　大騎 中部大学第一高等学校1 林　　晃誠

樟南高等学校 角江　勇稀 山口　大騎 中部大学第一高等学校1 山口　大騎 金沢学院大附属高等学校3

髙橋　勇郎 立命館守山高等学校2 中部大学第一高等学校1 四位 中部大学第一高等学校1 中村　翔英

山形県立寒河江高等学校 佐藤　友樹 角江　勇稀 中村　翔英 丸亀市立丸亀西中学校3

佐藤　友樹 県立厚木北高等学校2 立命館守山高等学校2 丸亀市立丸亀西中学校3 欠席

県立厚木北高等学校

順位決定戦

折笠　蒼太

折笠　蒼太 南光学園東北高等学校1 竹中　雅貴

七位 南光学園東北高等学校1 竹中　雅貴 明治大学付属中野高等学校3 五位

米原　力斗 明治大学付属中野高等学校3 竹中　雅貴

関西高等学校2 米原　力斗 明治大学付属中野高等学校3

八位 米原　力斗 関西高等学校2 角江　陸翔 六位

折笠　蒼太 関西高等学校2 角江　陸翔 枚方第三中学校2 角江　陸翔

南光学園東北高等学校1 枚方第三中学校2 枚方第三中学校2
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※ 日没サスペンデットのため、３組のマッチが翌日持ち越しとなりました。なお、スタート時刻は各組７：０７です。
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大賀　裕花 上村　愛

神村学園福岡高等学校3 蟹江　美羽 簀戸　佐結理 鹿児島城西高等学校2

蟹江　美羽 中部大学第一高等学校2 好文学園高等学校2 簀戸　佐結理

中部大学第一高等学校2 蟹江　美羽 池ヶ谷　瑠菜 好文学園高等学校2

巽　　琉愛 中部大学第一高等学校2 津田学園高等学校3 池ヶ谷　瑠菜

奈良育英中学校3 巽　　琉愛 池ヶ谷　瑠菜 津田学園高等学校3

谷本　花潤 奈良育英中学校3 津田学園高等学校3 菊地　弥香

広島女学院高等学校2 岩谷　咲来 島勝　ひなた 仙台市立松陵中学校2

岩谷　咲来 共立女子第二高等学校2 生光学園高等学校3 臼田　涼音

共立女子第二高等学校2 岩谷　咲来 臼田　涼音 北星学園大学附属高等学校1

榎本　杏果 共立女子第二高等学校2 北星学園大学附属高等学校1 井上　蒼海奈

共立女子第二高等学校3 岩谷　咲来 島勝　ひなた 高知中学校2

野木　萌名 共立女子第二高等学校2 生光学園高等学校3 島勝　ひなた

滝川第二高等学校3 野木　萌名 島勝　ひなた 生光学園高等学校3

大屋　珠季 滝川第二高等学校3 生光学園高等学校3 前　有梨菜

広徳中学校3 岩谷　咲来 島勝　ひなた 倉敷中央高等学校2

益永　彩未 共立女子第二高等学校2 生光学園高等学校3 佐々木　芽生

大分高等学校1 益永　彩未 佐々木　芽生 法政大学第二高等学校3

伊藤　せあら 大分高等学校1 法政大学第二高等学校3 山根　朱理

聖霊中学校1 益永　彩未 下田　沙幸 前橋育英高等学校2

水川　愛菜 大分高等学校1 誉高等学校1 三宅　結菜

滝川第二高等学校3 水川　愛菜 下田　沙幸 広島国際学院高等学校1

欠席 滝川第二高等学校3 誉高等学校1 下田　沙幸

益永　彩未 芳賀　みのり 誉高等学校1

市川　琴雪 大分高等学校1 南光学園東北高等学校3 中島　千奈都

明徳義塾高等学校3 金沢　美咲 益永　彩未 三位 中島　千奈都 埼玉栄高等学校3

金沢　美咲 滝川第二高等学校3 大分高等学校1 益永　彩未 埼玉栄高等学校3 村中　良蘭

滝川第二高等学校3 金沢　美咲 芳賀　みのり 大分高等学校1 芳賀　みのり 富山県立富山いずみ高等学校2

秋葉　怜奈 滝川第二高等学校3 南光学園東北高等学校3 四位 南光学園東北高等学校3 芳賀　みのり

日本大学山形高等学校2 秋葉　怜奈 芳賀　みのり 芳賀　みのり 南光学園東北高等学校3

武藤　愛海 日本大学山形高等学校2 南光学園東北高等学校3 南光学園東北高等学校3 魚見　彩倉

札幌市立羊丘中学校3 岡山市立御南中学校3

順位決定戦

蟹江　美羽

金沢　美咲 中部大学第一高等学校2 蟹江　美羽

七位 滝川第二高等学校3 金沢　美咲 中部大学第一高等学校2 五位

下田　沙幸 滝川第二高等学校3 池ヶ谷　瑠菜

誉高等学校1 池ヶ谷　瑠菜 津田学園高等学校3

八位 下田　沙幸 津田学園高等学校3 池ヶ谷　瑠菜 六位

金沢　美咲 誉高等学校1 下田　沙幸 津田学園高等学校3 蟹江　美羽

滝川第二高等学校3 誉高等学校1 中部大学第一高等学校2
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