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審　　　判　　　員

Ｊ　１ Ｊ　２

1 26 女子Jr Ｐ 青森県 青森山田高等学校 樋川　　心 × WP 1-4 ○ 堀　　琉榎 白山高等学校 三重県 笹子 瀬川 28-29 山﨑 28-29 瀬戸川 28-29 林田 28-29 平 30-27 26

2 27 女子Jr Ｐ 徳島県 吉野川高等学校 西條　琳風 × WP 0-5 ○ 岡部　月香 前橋育英高等学校 群馬県 蛯原 枡澤 27-30 笹子 27-30 米良 27-30 五十嵐 27-30 曽根崎 27-30 27

3 28 女子Jr Ｐ 岐阜県 岐阜工業高等学校 小川　　麗 ○ RSC 1R 1:34 × 益岡　未藍 花咲徳栄高等学校 埼玉県 黒岩 瀬川  平  咄下  遠藤  林田  28

4 29 女子Jr Ｐ 岩手県 盛岡南高等学校 金田　夕貴 ○ WP 5-0 × 岩谷　美幸 目黒日本大学高等学校 東京都 曽根崎 田木 30-26 五十嵐 30-27 米良 29-27 蛯原 30-26 笹子 30-27 29

5 30 女子Jr ＬＦ 富山県 高岡第一高等学校 利根川十仁 ○ WP 5-0 × 小泉　真琴 明野高等学校 三重県 瀬川 黒岩 30-27 中川 30-27 瀬戸川 30-27 遠藤 30-27 枡澤 30-27 30

6 31 女子Jr ＬＦ 埼玉県 花咲徳栄高等学校 吉田　すず ○ RSC 2R 0:39 × 村田　蒔音 山陽高等学校 広島県 平 蛯原  米良  曽根崎  林田  田木  31

7 32 女子Jr ＬＦ 東京都 駿台学園高等学校 田口　永真 ○ RSC 1R 1:23 × 崎濱　心樹 浪速高等学校 大阪府 中川 黒岩  咄下  瀬川  瀬戸川  五十嵐  32

8 33 女子Jr ＬＦ 佐賀県 高志館高等学校 太田　彩睦 ○ WP 5-0 × 佐々木琥珀 八戸工業大学第一高等学校 青森県 米良 遠藤 30-27 蛯原 30-27 林田 30-27 平 38-40 笹子 30-27 33

9 34 女子Jr Ｆ 栃木県 白鷗大学足利高等学校 鈴木　美結 ○ WP 5-0 × 大柿　瑠凛 福島北高等学校 福島県 田木 黒岩 30-25 咄下 30-27 曽根崎 30-25 五十嵐 30-27 山﨑 30-26 34

10 35 女子Jr Ｆ 熊本県 九州学院高等学校 德冨　翠恋 × WP 2-3 ○ 野口　愛華 青豊高等学校 福岡県 林田 平 30-27 瀬川 27-30 枡澤 28-29 遠藤 27-30 中川 30-27 35

11 36 女子Jr Ｆ 埼玉県 花咲徳栄高等学校 上沢　茉莉 × WO  ○ 小川　　萌 前橋育英高等学校 群馬県 五十嵐 田木  瀬戸川  笹子  咄下  蛯原  36

12 37 女子Jr Ｆ 東京都 駿台学園高等学校 及川　美来 ○ RSC 2R 1:30 × 和田　知佳 巻総合高等学校 新潟県 枡澤 中川  米良  黒岩  瀬川  曽根崎  37

13 38 女子Jr Ｆ 大阪府 浪速高等学校 髙倉　日向 ○ RSC 2R 1:39 × 宮田　華帆 明野高等学校 三重県 瀬戸川 蛯原  田木  咄下  平  遠藤  38

14 39 女子Jr Ｆ 岩手県 黒沢尻工業高等学校 齋藤　妃咲 × RSC 1R 1:48 ○ 山田　月琴 宇佐高等学校 大分県 五十嵐 山﨑  笹子  黒岩  瀬川  曽根崎  39

15 40 女子Jr Ｆ 愛媛県 済美高等学校 郷田　紗由 × RSC 2R 0:42 ○ 鎌倉　白蓮 菊華高等学校 愛知県 遠藤 咄下  中川  林田  蛯原  田木  40

16 41 女子Jr Ｆ 香川県 高松工芸高等学校 﨑川怜衣音 × WP 0-5 ○ 寺田　都姫 高志館高等学校 佐賀県 瀬川 米良 27-30 平 27-30 五十嵐 27-30 山﨑 27-30 曽根崎 27-30 41

17 42 女子Jr Ｂ 新潟県 新潟青陵高等学校 内田　好美 × WP 0-5 ○ 梅本　　薫 菊華高等学校 愛知県 瀬戸川 笹子 28-29 林田 27-30 枡澤 27-30 蛯原 27-30 黒岩 27-30 42

18 43 女子Jr Ｂ 岩手県 花巻農業高等学校 柳田　琴美 × WP 0-5 ○ 堤　　梨菜 日章学園高等学校 宮崎県 曽根崎 平 27-30 遠藤 27-30 咄下 27-30 田木 27-30 米良 27-30 43

19 44 女子Jr Ｂ 香川県 高松工芸高等学校 廣田まり香 ○ WP 5-0 × 奥村　真貴 県立工業高校 石川県 黒岩 平 30-27 瀬川 30-27 笹子 30-27 中川 30-27 瀬戸川 30-27 44

20 45 女子Jr Ｂ 熊本県 開新高等学校 國府　縞鈴 ○ WP 5-0 × 森田　花織 浜松工業高等学校 静岡県 山﨑 米良 30-27 五十嵐 30-25 林田 30-26 田木 30-26 枡澤 30-26 45

21 46 女子Jr Ｂ 山形県 新庄東高等学校 奥山　愛心 ○ WP 5-0 × 星野ほたる 伊勢崎工業高等学校 群馬県 曽根崎 咄下 29-28 瀬川 30-27 蛯原 29-28 遠藤 30-27 平 30-27 46

22 47 女子Jr Ｂ 茨城県 高萩清松高等学校 内山　菜緒 × RSC 2R 0:48 ○ 山川　咲舞 明野高等学校 三重県 笹子 中川  黒岩  山﨑  五十嵐  田木  47

23 48 女子Jr Ｂ 兵庫県 神戸市立科学技術高等学校 渡辺　日向 × WP 0-5 ○ 山﨑　茉華 新田高等学校 愛媛県 平 米良 26-30 枡澤 35-40 蛯原 27-30 林田 27-30 瀬川 27-30 48

24 49 女子Jr Ｆｅ 新潟県 新潟南高等学校 野上　優花 × WP 1-4 ○ 山下　茉莉 高松工芸高等学校 香川県 遠藤 五十嵐 29-28 中川 27-30 曽根崎 28-29 笹子 28-29 田木 27-30 49

25 50 女子Jr Ｆｅ 愛媛県 松山工業高等学校 戸田　姫奈 ○ WP 5-0 × 渡辺　梨奈 佐賀女子高等学校 佐賀県 蛯原 山﨑 30-27 瀬戸川 30-27 林田 30-27 枡澤 30-27 米良 30-27 50

26 51 女子Jr Ｆｅ 愛知県 三好高等学校 新宅　明空 × RSC 1R 0:31 ○ 山崎　亜姫 札幌工業高等学校 北海道 田木 黒岩  五十嵐  中川  瀬川  曽根崎  51

27 52 女子Jr Ｆｅ 岐阜県 岐阜工業高等学校 中舎　　藍 × RSC 1R 0:41 ○ 大嶌　愛叶 熊本農業高等学校 熊本県 咄下 遠藤  米良  笹子  瀬戸川  林田  52

28 53 女子Jr Ｆｅ 宮崎県 日章学園高等学校 盛田　夢莉 × RSC 3R 1:29 ○ 昆　　千花 盛岡南高等学校 岩手県 平 枡澤  田木  曽根崎  黒岩  山﨑  53

29 54 女子Jr Ｆｅ 兵庫県 西宮香風高等学校 岡山さくら ○ WP 5-0 × 伊藤　あん 桑名北高等学校 三重県 林田 咄下 30-27 瀬戸川 30-27 蛯原 30-27 中川 30-27 笹子 29-28 54

30 55 女子Jr Ｆｅ 大分県 大分工業高等学校 嶋田　美咲 ○ WP 5-0 × 菊地　　空 新庄神室産業高等学校 山形県 米良 林田 30-27 遠藤 30-27 中川 30-27 枡澤 29-28 瀬川 29-28 55

31 56 女子Jr Ｌ 三重県 久居高等学校 安達　星奈 ○ WP 5-0 × 伊藤　あこ 蒲郡高等学校 愛知県 笹子 曽根崎 30-27 山﨑 30-27 咄下 29-28 五十嵐 29-28 黒岩 30-27 56

32 57 女子Jr Ｌ 岩手県 盛岡南高等学校 高見　夏姫 ○ RSC 1R 1:43 × 小島　柚月 新潟青陵高等学校 新潟県 枡澤 米良  田木  瀬戸川  遠藤  林田  57

33 58 女子Jr ＬＷ 三重県 久居農林高等学校 齋藤　來夢 × RSC 1R 2:00 ○ 板倉　心愛 作新学院高等学校 栃木県 中川 平  山﨑  咄下  曽根崎  瀬川  58


