
Ｎｏ. 学 校 名 都道府県 選 手 名 資 格 選 手 名 資 格

1 桜林 千　葉 椎名　飛鳥 初段 友井　啓了 二段

2 報徳学園 兵　庫 河野　北斗 三段 瀧井　颯人 二段

3 広島城北 広　島 神本　恭介 三段 岸　聖之 三段

4 桐蔭学園 神奈川 庄司　昌寛 二段 橋詰　享亮 初段

5 神島 和歌山 角田　竜規 二段 石神　直之 初段

6 常磐 福　岡 米岡　諄 三段 多田　基一 二段

7 城北学園 東　京 相澤　宏亮 三段 高橋　寛行 二段

8 関西 岡　山 高橋　快 初段 鍵山　聡之 二段

9 五所川原第一 青　森 黒滝　信一 二段 岡元　心 二段

10 中部大第一 愛　知 長岡　哲輝 二段 鈴村　周平 初段

11 海老名 神奈川 若畑　高矢 三段 井上　耕 初段

12 城北学園 東　京 丹生谷　涼 三段 堀内　将 三段

13 広島城北 広　島 中村　祥樹 三段 中村　文彦 二段

14 泉北 大　阪 吉田　大介 三段 高橋　真人 二段

15 姫路商業 兵　庫 野口　将司 三段 豊島　崇寛 三段

以上

決勝進出　一覧

１Ｒ １コート男子二段以上の部



Ｎｏ. 学 校 名 都道府県 選 手 名 資 格 選 手 名 資 格

1 京都女子 京　都 加藤　亜実 二段 前村　遥 二段

2 姫路商業 兵　庫 大野　紗矢 三段 薮木　美咲 初段

3 早稲田実業 東　京 和田　恵美 二段 鈴鹿　由樹 二段

4 田辺 和歌山 中井　裕衣 初段 野田　万紀子 二段

5 泉北 大　阪 岩井　美希 二段 玉岡　千明 二段

6 秋田 秋　田 鎌田　美帆 二段 鎌田　美砂 二段

7 姫路商業 兵　庫 田嶋　めい 三段 堀尾　愛 二段

8 常葉学園橘 静　岡 西田　志帆 二段 杉田　実野里 初段

9 京都女子 京　都 緒方　百奈 初段 山脇　奈美 二段

10 好文学園女子 大　阪 松田　結夏 二段 宮迫　汐里 二段

11 神島 和歌山 阪本　佳穂 二段 中田　紗希 １級

12 小川 埼　玉 伊能　彩加 二段 小川　摩耶 二段

13 萩商工 山　口 木村　友紀 二段 三好　保乃華 二段

14 好文学園女子 大　阪 川上　和花 初段 大領　沙希 二段

15 有馬 神奈川 稲垣　千佳 三段 前田　早希 二段

以上

決勝進出　一覧

女子二段以上の部 ２Ｒ １コート



Ｎｏ. 学 校 名 都道府県 選 手 名 資 格 選 手 名 資 格

1 城北埼玉 埼　玉 若林　隼 初段 松澤　拓也 初段

2 三木 兵　庫 田中　伸治 初段 植野　輝 初段

3 砂川 東　京 小泉　勇登 初段 久保田　雅之 初段

4 十和田工業 青　森 富浦　大貴 初段 櫻田　優太 初段

5 川越東 埼　玉 鈴木　慎 初段 矢島　朋尭 初段

6 泉北 大　阪 江刺家　拓真 初段 中上　琢 初段

7 神戸村野工業 兵　庫 藤井　健太 初段 高須　紀之 初段

8 桜林 千　葉 大内　友和 初段 井上　利貴 初段

9 萩商工 山　口 岡村　冬馬 初段 長掛　秀之 初段

10 川越東 埼　玉 日野　翔太 初段 村越　雄磨 初段

11 相生産業 兵　庫 春木　勇人 初段 竹谷　智晴 初段

12 岡山工業 岡　山 原田　翔平 初段 林　孝樹 初段

13 いずみ 埼　玉 佐瀬　慧 初段 佐藤　一輝 初段

14 向陽 和歌山 杉本　泰良 初段 尾崎　洋紀 初段

15 川越東 埼　玉 清水　遼太 初段 山本　裕也 初段

以上

男子初段の部 １Ｒ ３コート

決勝進出　一覧



Ｎｏ. 学 校 名 都道府県 選 手 名 資 格 選 手 名 資 格

1 泉北 大　阪 小田原　和彩 初段 坂口　奈津美 初段

2 笠田 和歌山 坂　実都世 初段 西村　菜摘 初段

3 桐生 群　馬 阿左美　和沙 初段 野口　明李 初段

4 富士見丘 東　京 今村　優希 初段 佐原　まい １級

5 姫路商業 兵　庫 友久　裕佳子 初段 中川　絵里奈 初段

6 小川 埼　玉 江口　葵 初段 椎名　希 初段

7 笠田 和歌山 林　咲里 初段 門　愛美 初段

8 志学館 千　葉 山本　日登美 初段 今関　亜紀子 初段

9 総社 岡　山 大岡　瑠里 初段 角田　はるか 初段

10 五所川原第一 青　森 三上　麗那 初段 山口　温子 初段

11 志学館 千　葉 野村　由香 初段 根本　真衣 初段

12 作新学院 栃　木 岡本　久美子 初段 岩河　千陽 初段

13 南部 和歌山 田中　里奈 初段 氏林　侑子 初段

14 聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 静　岡 榊原　美砂子 初段 生熊　かおり 初段

15 好文学園女子 大　阪 大石　涼 初段 倉松　瑞樹 初段

以上

女子初段の部 ２Ｒ ３コート

決勝進出　一覧



Ｎｏ. 学 校 名 都道府県 選 手 名 資 格 選 手 名 資 格

1 川越東 埼　玉 倉井　翔一 １級 林　正晃 １級

2 桜林 千　葉 内山田　駿太 １級 山川　蓮矢 １級

3 泉北 大　阪 松本　和樹 １級 安木　優健 １級

4 川越東 埼　玉 浅野　雄大 １級 矢花　純一 １級

5 五所川原工業 青　森 山田　仁 １級 山田　大 １級

6 泉北 大　阪 冨田　勇人 １級 山田　智博 １級

7 神島 和歌山 川嵜　一誠 １級 川根　啓輔 １級

8 十和田工業 青　森 阪本　健太 １級 新田　優也 １級

9 三条東 新　潟 白椿　有弥 １級 金子　拓 １級

10 報徳学園 兵　庫 三神　一章 １級 木谷　巨成 １級

11 神島 和歌山 稗田　裕之 １級 福居　徹 １級

12 五所川原第一 青　森 佐藤　克麻 １級 工藤　悠生 １級

13 報徳学園 兵　庫 有馬　成人 １級 岡本　光治 １級

14 志学館 千　葉 山岡　健太郎 １級 桐谷　有紀 １級

15 川越東 埼　玉 阿部　暁之 １級 二反田　正悟 １級

以上

決勝進出　一覧

男子規定の部 １Ｒ ２コート



Ｎｏ. 学 校 名 都道府県 選 手 名 資 格 選 手 名 資 格

1 京都女子 京　都 平田　恵美 １級 山内　舞香 １級

2 笠田 和歌山 小林　久瑠美 １級 坂　茉那美 １級

3 岩見沢東 北海道 宮嶋　琴美 １級 下保　沙織 １級

4 三本木 青　森 小山石　佳苗 １級 飯豊　菜津実 １級

5 成田国際 千　葉 畔蒜　みく １級 稲村　静夏 １級

6 葺合 兵　庫 福島　瑞歩 ２級 佐藤　由姫乃 ２級

7 桐蔭学園 神奈川 梅田　茉衣 １級 瀬戸　沙也香 １級

8 越ヶ谷 埼　玉 前川　浩美 １級 山田　晃子 １級

9 田辺 和歌山 濵嶋　愛利 １級 佃　笙子 １級

10 桜丘 東　京 木村　じゅん ２級 岡本　みなみ ２級

11 岡山工業 岡　山 岡　侑希 １級 片上　光 １級

12 聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 静　岡 永井　友里恵 １級 袴田　梨花 ２級

13 三本木 青　森 金田　瞭子 １級 川口　理香 １級

14 国立 東　京 奥泉　理佐子 １級 平野　裕子 １級

15 成田国際 千　葉 三橋　智恵 １級 桑本　佳奈枝 １級

以上

女子規定の部 ２Ｒ ２コート

決勝進出　一覧



Ｎｏ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

15

狭山清陵 埼　玉 二段

決勝進出　一覧

学 校 名

五所川原第一

関西

神戸村野工業

向陽

早稲田実業

泉北

十和田工業

萩商工

城北学園

佐世保高専

広島城北

神島

報徳学園

川越東

都道府県 資 格

３Ｒ １コート男子団体の部

以上

長　崎

広　島

和歌山

兵　庫

大　阪

青　森

山　口

東　京

二段

東　京

青　森

三段

二段

和歌山

二段

二段

岡　山

兵　庫

埼　玉

二段

三段

二段

三段

三段

二段

三段

三段

初段



Ｎｏ.

1
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15

決勝進出　一覧

学 校 名 都道府県 資 格

女子団体の部 ３Ｒ ３コート

桐蔭学園 神奈川 初段

新潟南 新　潟 初段

作新学院 栃　木 初段

神島 和歌山 二段

好文学園女子 大　阪 二段

常葉学園橘 静　岡 二段

越ヶ谷 埼　玉 二段

笠田 和歌山 二段

成田国際 千　葉 二段

富士見丘 東　京 初段

泉北 大　阪 二段

早稲田実業 東　京 二段

成田北 千　葉 初段

小川 埼　玉 二段

姫路商業 兵　庫 三段

以上


