
Ｎｏ 学　校　名 都道府県 選手名 資格 学年 選手名 資格 学年 得点 順位
1 市立福山 広島県 渡辺　ちなみ 二段 2年 宅和　亜季子 ４級 2
2 姫路商業 兵庫県 佐々木　彩花 二段 3年 小林　媛菜 初段 3
3 北海学園札幌 北海道 笈川　彩音 初段 2年 開本　くるみ ３級 2
4 小松工業 石川県 平田　麗乃 初段 3年 松原　小亜美 初段 3
5 愛産大三河 愛知県 杉浦　沙穂 二段 3年 菅家　日菜乃 初段 3
6 玖珠美山 大分県 小畠　萌花 １級 1年 陶山　茜 初段 1
7 京都女子 京都府 山向　真由 初段 2年 乾　真子 初段 2
8 樹徳 群馬県 小森谷　花琳 初段 2年 坂上　由美 ２級 2
9 神島 和歌山県 山崎　萌 三段 3年 早田　佳那子 三段 3
10 志学館 千葉県 北村　真歩 初段 3年 仲泊　優香 初段 3
11 新潟南 新潟県 豊里　唯 初段 3年 涌井　有希 初段 3
12 武雄 佐賀県 早ノ瀬　彩 二段 3年 川内　理央 初段 3
13 作新学院 栃木県 佐藤　摩依 ３級 2年 髙田　なぎさ ３級 2
14 萩商工 山口県 新藤　一葉 初段 3年 俵　未奈美 初段 3
15 香椎 福岡県 山本　美咲 三段 3年 柴田　史佳 二段 2
16 静岡西 静岡県 武田　紗季 初段 3年 石橋　咲来 初段 3

Ｎｏ 学　校　名 都道府県 選手名 資格 学年 選手名 資格 学年 得点 順位

1 高知 高知県 濱田　歩夏 ４級 1年 中山　あや ５級 1
2 萩商工 山口県 井町　美優 初段 3年 上田　佳奈 二段 2
3 作新学院 栃木県 半澤　玲奈 初段 3年 高橋　奈歩 初段 3
4 京都西山 京都府 河本　佳奈 初段 3年 中塚　りお 初段 3
5 市立福山 広島県 髙橋　侑子 初段 3年 村上　奈津季 初段 1
6 中部大第一 愛知県 川畑　依子 二段 1年 松尾　春香 初段 1
7 新潟南 新潟県 青木　わかな 初段 3年 有本　真秀子 初段 3
8 金沢商業 石川県 宮川　古都乃 二段 3年 堀越　伊代 ３級 2
9 武雄 佐賀県 立部　穂波 ２級 2年 森　結里花 ２級 2
10 神島 和歌山県 濱中　珠穂 三段 3年 谷口　藍梨 三段 3
11 聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 静岡県 石田　叶恵 二段 3年 金子　晴香 二段 2
12 苫小牧東 北海道 佐藤　未亜 初段 3年 毛利　雅美 初段 3
13 桐生 群馬県 金子　彩音 初段 3年 早川　莉穂 初段 3
14 姫路商業 兵庫県 金中　宏生 初段 3年 佐伯　晴香 初段 3
15 桜林 千葉県 内田　裕理 ３級 2年 内山田　鈴菜 ３級 2
16 久留米学園 福岡県 荒巻　風音 初段 3年 荒巻　琴音 初段 3

Ｎｏ 学　校　名 都道府県 選手名 資格 学年 選手名 資格 学年 得点 順位

1 土浦湖北 茨城県 大坪　紫穂里 初段 3年 関町　美鈴 初段 2
2 佐世保高専 長崎県 供田　菜摘 ４級 3年 宮地　鈴香 ４級 3
3 狭山清陵 埼玉県 関根　久実 二段 3年 峯岸　沙夏 初段 3
4 富士見丘 東京都 内田　京香 三段 3年 前島　涼香 三段 3
5 藤井 香川県 金場　麻莉 初段 2年 河邉　くるみ 二段 2
6 三本木 青森県 小原　真由子 初段 3年 久野　結子 初段 3
7 穴吹 徳島県 福井　ひかり ３級 2年 樫地　里奈 ３級 2
8 相生産業 兵庫県 吉栖　さつき 三段 3年 山本　楓野 初段 3
9 都城工業 宮崎県 前田　美和 初段 3年 山城　加鼓 初段 3
10 市立一条 奈良県 芝　伊織 ３級 2年 橋本　実咲 ３級 2
11 塩釜 宮城県 岡﨑　奈緒子 初段 3年 小沼　柚香 初段 3
12 有馬 神奈川県 大谷　みずき 初段 3年 佐藤　知佳 初段 3
13 塩尻志学館 長野県 甕　由加子 ３級 2年 百瀬　麗 ３級 2
14 新田 愛媛県 村田　奈々花 １級 3年 西川　友理 １級 3
15 大阪 大阪府 笹川　理菜 二段 2年 山本　瀬菜 二段 2

Ｎｏ 学　校　名 都道府県 選手名 資格 学年 選手名 資格 学年 得点 順位

1 小川 埼玉県 大谷　綾花 ２級 2年 中島　帆乃香 ２級 2
2 加茂農林 岐阜県 今枝　莉奈 二段 1年 橋本　真依 二段 1
3 大阪産大附属 大阪府 河原　やよい 二段 2年 木原　愛望 二段 2
4 相生産業 兵庫県 吉田　結菜 初段 3年 丸山　光穂 初段 3
5 土浦第二 茨城県 髙橋　梨花子 初段 3年 小原　百香 初段 3
6 奈良文化 奈良県 上之原つぐみ 初段 3年 久田　貴世 初段 3
7 東北 宮城県 中峯　紫陽 初段 3年 吉野　祐梨夏 初段 3
8 坂出第一 香川県 前川　貴美 三段 3年 合田　芽生 二段 2
9 安心院 大分県 久井田　笑観 初段 1年 松木　倫乃 初段 1
10 五所川原第一 青森県 石沢　千帆 １級 3年 傳法谷　祐実 初段 1
11 御船 熊本県 木田　理絵 ５級 2年 北岡　未帆 ５級 2
12 宇和島東 愛媛県 真木　未生 初段 1年 大島　萌 ３級 2
13 つるぎ 徳島県 高木　ひなの ３級 3年 山仲　依吹 ３級 3
14 富士見丘 東京都 野崎　智花 三段 3年 八木　杏那 三段 3
15 有馬 神奈川県 村田　みお 三段 3年 坪井　美奈 初段 3

女子組演武 Ａ 予選Ⅰ・予選Ⅱ 4Ｒ 1コート

女子組演武 Ｃ 予選Ⅰ・予選Ⅱ 4Ｒ 3コート

女子組演武 Ｂ 予選Ⅰ・予選Ⅱ 4Ｒ 2コート

女子組演武 Ｄ 予選Ⅰ・予選Ⅱ 4Ｒ 4コート


