
ブロック 所属名 選手名 選手名 所属名 ブロック R

1 37 P 栃木 作新学院高等学校 今泉　美香 × WP 0-3 ○ 小林　澪羅 伊勢崎工業高等学校 群馬 中川 佐藤 27-30 西垣 27-30 五十嵐 27-30

2 38 P 兵庫 大塚高等学校 加藤　花音 ○ WO  × 小坂　凜音 愛知産業大学三河高等学校 愛知    

3 39 P 秋田 金足農業高等学校 渋谷　花恋 × RSC 1R 1:13 ○ 大薮　碧美 明野高等学校 三重 星野 八重樫  豊田  五十嵐  

4 40 P 岩手 水沢工業高等学校 山田　夏生 × RSC 2R 1:40 ○ 工藤　紅葉 青森北高等学校 青森 佐藤 柘植  西垣  藤田  

5 41 LF 大阪 浪速高等学校 西中　結菜 ○ WP 3-0 × 三田　さくら 駿台学園高等学校 東京 西垣 八重樫 30-27 五十嵐 30-27 中川 30-26

6 42 LF 新潟 新潟向陽高等学校 畠　愛莉 × RSC 1R 1:09 ○ 後生川　憧 熊本工業高等学校 熊本 豊田 福家  五十嵐  中川  

7 43 LF 栃木 作新学院高等学校 橋壁　佳奈 ○ RSC 2R 1:51 × 宮田　華帆 明野高等学校 三重 岡本 西垣  柘植  中川  

8 44 LF 富山 高岡第一高等学校 利根川　十仁 ○ RSC 1R 2:11 × 酒井　星奈 愛知産業大学三河高等学校 愛知 福家 西垣  藤田  八重樫  

9 45 F 佐賀 高志館高等学校 寺田　都姫 ○ RSC 2R 0:24 × 和田　知佳 巻総合高等学校 新潟 五十嵐 中川  柘植  八重樫  

10 46 F 熊本 東海大学付属熊本星翔高等学校 原田　美琴 ○ RSC 1R 1:03 × 樋川　心 青森山田高等学校 青森 中川 藤田  柘植  福家  

③ ③ 50 三重 久居高等学校 稲垣　海人 × WP 1-2 ○ 及川　丈 青森山田高等学校 青森 八重樫 中川 29-28 西垣 27-30 星野 28-29

11 47 F 香川 高松工芸高等学校 﨑川　怜衣音 ○ WP 3-0 × 梅本　薫 菊華高等学校 愛知 佐藤 五十嵐 30-27 西垣 30-27 福家 30-27

12 48 F 福島 福島北高等学校 大柿　瑠凛 × WP 0-3 ○ 鈴木　美結 白鷗大学足利高等学校 栃木 豊田 柘植 28-29 八重樫 27-30 星野 28-29

13 49 B 静岡 浜松工業高等学校 森田　花織 × WP 1-2 ○ 伊藤　あん 桑名北高等学校 三重 西垣 柘植 28-29 中川 28-29 星野 29-27

14 50 B 愛媛 新田高等学校 山﨑　茉華 ○ WP 2-1 × 有馬　愛翔 高志館高等学校 佐賀 岡本 柘植 29-28 豊田 30-27 八重樫 28-29

15 51 B 岐阜 岐阜工業高等学校 濱口　彩蘭 × RSC 2R 1:58 ○ 角田　乃彩 熊本工業高等学校 熊本 中川 五十嵐  豊田  八重樫  

④ ④ 72 三重 エイベックス 株式会社 石灘　隆哉 ○ WP 3-0 × 堀池　空希 東洋大学 兵庫 五十嵐 西垣 30-27 豊田 29-28 中川 30-27

16 52 B 青森 青森北高等学校 長谷川　音々 × WP 0-3 ○ 中野　芳香 目黒日本大学高等学校 東京 星野 西垣 27-30 藤田 27-30 岡本 27-30

17 53 Fe 群馬 伊勢崎工業高等学校 藤田　朱音 ○ RSC 3R 1:06 × 菊地　　空 新庄神室産業高等学校 山形 福家 西垣  藤田  岡本  

18 54 Fe 愛知 蒲郡高等学校 伊藤　あこ ○ RSC 3R 1:38 × 山下　茉莉 高松工芸高等学校 香川 藤田 佐藤  八重樫  中川  

19 55 Fe 三重 明野高等学校 山川　咲舞 ○ WP 2-0 × 畠山　　和 盛岡南高等学校 岩手 佐藤 星野 28-28 西垣 29-28 岡本 29-28

20 56 Fe 東京 府中東高等学校 佐藤　藍美 ○ RSC 1R 0:54 × 中舎　　藍 岐阜工業高等学校 岐阜 岡本 八重樫  豊田  中川  

21 57 L 熊本 熊本農業高等学校 大嶌　愛叶 × RSC 2R 1:14 ○ 白井　蕗璃亜 前橋育英高等学校 群馬 福家 八重樫  佐藤  星野  

22 58 L 栃木 白鷗大学足利高等学校 小林　渚沙 ○ RSC 1R 1:19 × 新井　菜月 水沢工業高等学校 岩手 藤田 岡本  五十嵐  星野  

23 59 L 三重 久居高等学校 安達　星奈 × WP 0-3 ○ 船山　乃亜 日本大学山形高等学校 山形 豊田 岡本 27-30 五十嵐 27-30 西垣 27-30

24 60 L 東京 目黒日本大学高等学校 大澤　あねら ○ RSC 1R 1:19 × 本多　千尋 愛知産業大学三河高等学校 愛知 八重樫 福家  中川  佐藤  

25 61 LW 香川 高松工芸高等学校 今井　芽理 × RSC 1R 1:00 ○ 冨田　愛真 愛知産業大学三河高等学校 愛知 西垣 福家  中川  五十嵐  
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