
三宅　琉心 美甘　漣音

熊本国府高等学校3 澤井　啓杜 竹内　康晴 明徳義塾高等学校2

澤井　啓杜 札幌光星高等学校3 松山聖陵高等学校2 竹内　康晴

札幌光星高等学校3 佐藤　友樹 桑島　　雄 松山聖陵高等学校2

橋本　翔大 神奈川県立厚木北高等学校3 学校法人石川高等学校3 桑島　　雄

岐阜聖徳学園高等学校3 佐藤　友樹 桑島　　雄 学校法人石川高等学校3

佐藤　友樹 神奈川県立厚木北高等学校3 学校法人石川高等学校3 永田　智之

神奈川県立厚木北高等学校3 須田　航平 桑島　　雄 福井工業大学附属福井高等学校2

米原　力斗 埼玉栄高等学校3 学校法人石川高等学校3 林　　駿馬

関西高等学校3 須田　航平 大久保　海 日章学園高等学校3

須田　航平 埼玉栄高等学校3 神奈川県立厚木北高等学校2 大久保　海

埼玉栄高等学校3 須田　航平 大久保　海 神奈川県立厚木北高等学校2

滝澤　怜央 埼玉栄高等学校3 神奈川県立厚木北高等学校2 田名田嵩明

埼玉平成高等学校3 滝澤　怜央 田名田嵩明 高岡第一高等学校3

髙橋　巨基 埼玉平成高等学校3 高岡第一高等学校3 中西　　伶

駒澤大学付属苫小牧高等学校3 須田　航平 桑島　　雄 奈良育英高等学校2

佐藤　佑斗 埼玉栄高等学校3 学校法人石川高等学校3 白谷　涼透

盛岡中央高等学校3 片岡　　謙 白谷　涼透 滝川第二高等学校1

片岡　　謙 慶應義塾高等学校2 滝川第二高等学校1 山邊　一徳

慶應義塾高等学校2 片岡　　謙 白谷　涼透 東大阪大学柏原高等学校1

會津誠之輔 慶應義塾高等学校2 滝川第二高等学校1 池田　侑羅

沖学園隆徳館高等学校1 會津誠之輔 乾　　雄太 岡山県作陽高等学校1

藤森　耶野 沖学園隆徳館高等学校1 奈良育英高等学校2 乾　　雄太

岡山県作陽高等学校2 本吉　　翔 白谷　涼透 奈良育英高等学校2

本吉　　翔 日章学園高等学校2 滝川第二高等学校1 安藤　　輝

日章学園高等学校2 本吉　　翔 本吉　　翔 三位 安藤　　輝 関西高等学校2

髙野　和也 日章学園高等学校2 日章学園高等学校2 本吉　　翔 関西高等学校2 高崎　友輔

福井工業大学附属福井高等学校1 本吉　　翔 白谷　涼透 日章学園高等学校2 安藤　　輝 埼玉栄高等学校1

島川　優真 日章学園高等学校2 滝川第二高等学校1 四位 関西高等学校2 森　　虹陽

学校法人石川高等学校2 小松　大洋 白谷　涼透 森　　虹陽 四日市メリノール学院高等学校3

小松　大洋 高知中央高等学校1 滝川第二高等学校1 四日市メリノール学院高等学校3

高知中央高等学校1

順位決定戦

佐藤　友樹

片岡　　謙 神奈川県立厚木北高等学校3 佐藤　友樹

七位 慶應義塾高等学校2 片岡　　謙 神奈川県立厚木北高等学校3 五位

片岡　　謙 慶應義塾高等学校2 安藤　　輝

慶應義塾高等学校2 大久保　海 関西高等学校2

八位 大久保　海 神奈川県立厚木北高等学校2 安藤　　輝 六位

大久保　海 神奈川県立厚木北高等学校2 安藤　　輝 関西高等学校2 佐藤　友樹

神奈川県立厚木北高等学校2 関西高等学校2 神奈川県立厚木北高等学校3
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《男子》
全国高等学校選抜 チャレンジマッチプレー選手権大会

1up 3and2 6and5

5and3

2up 3and1

1up 2and1

優勝
桑島　　雄

4and3

1up 学校法人石川高等学校3 6and5

二位
須田　航平

20thH 4and2

6and5 5and4 埼玉栄高等学校3 3and2

19thH

2and1

3and2 2and1

2up 4and3

25rdH 2and1 1up

5and4

19thH

2and1 三位決定戦 3and1

5and3 不戦勝

3and2

3and2

2and1

※ 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。

1up
大会競技委員長

4and2



岩谷　咲来 西山　星空

共立女子第二高等学校3 岩谷　咲来 西山　星空 四国学院大学香川西高等学校3

佐川　佳帆 共立女子第二高等学校3 四国学院大学香川西高等学校3 井上ひなた

岡山理科大学附属高等学校2 岩谷　咲来 山脇　愛璃 四日市メリノール学院高等学校2

小林　美咲 共立女子第二高等学校3 滝川第二高等学校3 萩原　実咲

近畿大学附属高等学校2 角田　夢香 山脇　愛璃 滝川第二高等学校3

角田　夢香 共愛学園高等学校3 滝川第二高等学校3 山脇　愛璃

共愛学園高等学校3 岩谷　咲来 田口　奈那 滝川第二高等学校3

永西　里帆 共立女子第二高等学校3 浪速高等学校3 広瀬　春菜

樟南高等学校3 永西　里帆 橋本美津奈 高川学園高等学校1

柳瀬妃七子 樟南高等学校3 高川学園高等学校1 橋本美津奈

四日市メリノール学院高等学校2 内藤　舞美 田口　奈那 高川学園高等学校1

北畠　沙彩 大分高等学校3 浪速高等学校3 田口　奈那

ECC学園高等学校2 内藤　舞美 田口　奈那 浪速高等学校3

内藤　舞美 大分高等学校3 浪速高等学校3 石原　麻羽

大分高等学校3 鈴木　らら 溝口　天歌 高知中央高等学校2

鈴木　らら 聖霊高等学校2 奈良育英高等学校3

聖霊高等学校2 鈴木　らら 橋口　心海

長井　萌愛 聖霊高等学校2 ルネサンス豊田高等学校1 橋口　心海

沖学園高等学校3 鈴木　らら 柳　　藍佳 ルネサンス豊田高等学校1

江口　琴遥 聖霊高等学校2 高川学園高等学校1 柳　　藍佳

八戸学院光星高等学校1 江口　琴遥 柳　　藍佳 高川学園高等学校1

佐野　美奈 八戸学院光星高等学校1 高川学園高等学校1 倉林 　夏

学校法人石川高等学校1 鈴木　らら 溝口　天歌 湘南学院高等学校3

松岡　杏樹 聖霊高等学校2 奈良育英高等学校3 渡部ｾﾘｰﾇ清香

福井工業大学附属福井高等学校1 髙岸　　鈴 岩谷　咲来 三位 溝口　天歌 尚絅学院高等学校2

髙岸　　鈴 生光学園高等学校1 共立女子第二高等学校3 岩谷　咲来 奈良育英高等学校3 溝口　天歌

生光学園高等学校1 髙岸　　鈴 田口　奈那 共立女子第二高等学校3 溝口　天歌 奈良育英高等学校3

滝川　茉凜 生光学園高等学校1 浪速高等学校3 四位 奈良育英高等学校3 臼田　涼音

北海学園札幌高等学校2 滝川　茉凜 田口　奈那 高橋こはく 北星学園大学附属高等学校2

佐々木凰樺 北海学園札幌高等学校2 浪速高等学校3 神奈川県立厚木北高等学校3 高橋こはく

盛岡中央高等学校2 神奈川県立厚木北高等学校3

順位決定戦

内藤　舞美  

髙岸　　鈴 大分高等学校3 内藤　舞美

七位 生光学園高等学校1 髙岸　　鈴 大分高等学校3 五位

柳　　藍佳 生光学園高等学校1 内藤　舞美

高川学園高等学校1 山脇　愛璃 大分高等学校3

八位 柳　　藍佳 滝川第二高等学校3 山脇　愛璃 六位

髙岸　　鈴 高川学園高等学校1 柳　　藍佳 滝川第二高等学校3 山脇　愛璃

生光学園高等学校1 高川学園高等学校1 滝川第二高等学校3
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4and2
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3and2

5and3

2up

優勝
溝口　天歌

5and4

2and1

奈良育英高等学校3

二位
鈴木　らら

5and4

聖霊高等学校2 2up 3and2

1up
2and1 3and2

4and3

4and3

4and2

2up 不戦勝

7and6 6and5 2up

1up 19thH

6and5

3and2 三位決定戦 4and2

4and2

2up 3and1

2and1 2and1

1up

1up

※ 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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大会競技委員長


