
ブロック 所属名 選手名 選手名 所属名 ブロック R

1 62 P 群馬 伊勢崎工業高等学校 小林　澪羅 ○ WP 2-1 × 加藤　花音 大塚高等学校 兵庫 中川 中島 30-27 山本 30-27 渡辺 28-29

2 63 P 三重 明野高等学校 大薮　碧美 × WP 0-3 ○ 工藤　紅葉 青森北高等学校 青森 西垣 中島 28-29 高橋 28-29 中川 28-29

3 64 LF 大阪 浪速高等学校 西中　結菜 ○ WP 3-0 × 後生川　憧 熊本工業高等学校 熊本 五十嵐 佐藤 30-27 柘植 30-27 中川 30-27

4 65 LF 栃木 作新学院高等学校 橋壁　佳奈 × RSC 3R 0:42 ○ 利根川　十仁 高岡第一高等学校 富山 福家 藤田  渡辺  佐藤  

5 66 F 佐賀 高志館高等学校 寺田　都姫 × RSC 3R 0:54 ○ 原田　美琴 東海大学付属熊本星翔高等学校 熊本 中川 五十嵐  柘植  佐藤  

6 ⑤ 70 三重 中央大学 中島　鉄人 × WP 0-3 ○ 墨　亮多 日本体育大学 愛知 西垣 五十嵐 27-30 中川 28-29 佐藤 28-29

7 67 F 香川 高松工芸高等学校 﨑川　怜衣音 × WP 0-3 ○ 鈴木　美結 白鷗大学足利高等学校 栃木 山本 柘植 26-30 藤田 27-30 高橋 24-30

8 68 B 三重 桑名北高等学校 伊藤　あん × WP 0-3 ○ 山﨑　茉華 新田高等学校 愛媛 中島 五十嵐 27-30 渡辺 27-30 西垣 27-30

9 69 B 熊本 熊本工業高等学校 角田　乃彩 ○ WP 3-0 × 中野　芳香 目黒日本大学高等学校 東京 佐藤 五十嵐 29-28 柘植 29-28 中川 29-28

10 70 Fe 群馬 伊勢崎工業高等学校 藤田　朱音 ○ WP 3-0 × 伊藤　あこ 蒲郡高等学校 愛知 藤田 西垣 30-27 福家 30-27 中川 30-27

11 71 Fe 三重 明野高等学校 山川　咲舞 × RSC 2R 1:40 ○ 佐藤　藍美 府中東高等学校 東京 渡辺 西垣  中島  五十嵐  

12 ⑥ 52 三重 三重県スポーツ協会 松本　流星 × WP 1-2 ○ 岩渕　大輔 東京農業大学 青森 中川 柘植 30-27 高橋 28-29 佐藤 28-29

13 48 L 群馬 前橋育英高等学校 白井　蕗璃亜 × WP 1-2 ○ 小林　渚沙 白鷗大学足利高等学校 栃木 高橋 福家 30-27 藤田 28-29 山本 28-29

14 49 L 山形 日本大学山形高等学校 船山　乃亜 × RSC 3R 0:48 ○ 大澤　あねら 目黒日本大学高等学校 東京 五十嵐 中川  柘植  佐藤  

15 50 LW 埼玉 花咲徳栄高等学校 松本　果歩 × RSC 1R 0:57 ○ 冨田　愛真 愛知産業大学三河高等学校 愛知 佐藤 山本  渡辺  福家  

16 51 LW 群馬 館林女子高等学校 大山　眞由子 × RSC 3R 1:05 ○ 古賀　このみ 菊池高等学校 熊本 中川 藤田  中島  高橋  
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