
3333 0000 3333 1111

東東東東 福福福福 岡岡岡岡 （（（（ 福福福福 岡岡岡岡 ））））

2222 1111

2222

清清清清 風風風風 （（（（ 大大大大 阪阪阪阪 ））））

愛愛愛愛 工工工工 大大大大 名名名名 電電電電 （（（（ 愛愛愛愛 知知知知 ）））） 25-1725-1725-1725-17

22-2522-2522-2522-25

25-2325-2325-2325-23

25-2325-2325-2325-23

25-1825-1825-1825-18

（（（（ 岐岐岐岐 阜阜阜阜 ））））

25-1925-1925-1925-19

25-1625-1625-1625-16

22-2522-2522-2522-25

25-1925-1925-1925-19

25-1925-1925-1925-19

0000 2222 1111

安安安安 来来来来 （（（（ 島島島島 根根根根 ））））

2222 0000

鳥鳥鳥鳥 取取取取 中中中中 央央央央 育育育育 英英英英 （（（（ 鳥鳥鳥鳥 取取取取 ））））

2222 0000

県県県県 岐岐岐岐 阜阜阜阜 商商商商

高高高高 知知知知 （（（（ 高高高高 知知知知 ）））） 福福福福 井井井井 工工工工 大大大大 福福福福 井井井井 （（（（ 福福福福 井井井井 ））））

25-1925-1925-1925-19

25-2125-2125-2125-21

25-1525-1525-1525-15

26-2426-2426-2426-24

2222 0000

五五五五 所所所所 川川川川 原原原原 工工工工 （（（（ 青青青青 森森森森 ））））

30-2830-2830-2830-28

25-2125-2125-2125-21

25-2125-2125-2125-21

25-1525-1525-1525-15

2222 0000 2222 0000

2222 1111

大大大大 塚塚塚塚 （（（（ 大大大大 阪阪阪阪 ））））

足足足足 利利利利 大大大大 附附附附 （（（（ 栃栃栃栃 木木木木 ）））） 土土土土 浦浦浦浦 日日日日 大大大大 （（（（ 茨茨茨茨 城城城城 ））））

25-2125-2125-2125-21

25-2225-2225-2225-22

25-2225-2225-2225-22

23-2523-2523-2523-25

25-2225-2225-2225-22

2222 0000

（（（（ 宮宮宮宮 崎崎崎崎 ））））

25-2225-2225-2225-22

25-1725-1725-1725-17

25-1925-1925-1925-19

21-2521-2521-2521-25

25-1925-1925-1925-19

2222 0000 2222 1111

25-1825-1825-1825-18

25-2225-2225-2225-22

2222

不不不不 来来来来 方方方方 （（（（ 岩岩岩岩 手手手手 ）））） 都都都都 城城城城 工工工工

0000 2222 0000

山山山山 形形形形 南南南南 （（（（ 山山山山 形形形形 ）））） 徳徳徳徳 島島島島 科科科科 学学学学 技技技技 術術術術 （（（（ 徳徳徳徳 島島島島 ））））

25-2325-2325-2325-23

25-2325-2325-2325-23

恵恵恵恵 庭庭庭庭 南南南南 （（（（ 北北北北 海海海海 道道道道 ））））

2222 0000 2222 1111

2222 1111

前前前前 橋橋橋橋 商商商商 （（（（ 群群群群 馬馬馬馬 ）））） 25-1725-1725-1725-17

25-1925-1925-1925-19

22-2522-2522-2522-25

25-1825-1825-1825-18

25-1925-1925-1925-19

東東東東 山山山山 （（（（ 京京京京 都都都都 ）））） 慶慶慶慶 應應應應 義義義義 塾塾塾塾 （（（（ 神神神神 奈奈奈奈 川川川川 ））））

25-1425-1425-1425-14

25-1125-1125-1125-11

25-1825-1825-1825-18

21-2521-2521-2521-25

25- 825- 825- 825- 8

2222 0000

岡岡岡岡 山山山山 東東東東 商商商商 （（（（ 岡岡岡岡 山山山山 ））））

25-1225-1225-1225-12

25-1425-1425-1425-14

25-2225-2225-2225-22

25-1925-1925-1925-19

2222 0000 2222 0000

2222 0000

鹿鹿鹿鹿 児児児児 島島島島 工工工工 （（（（ 鹿鹿鹿鹿 児児児児 島島島島 ））））

2222 0000 2222 0000

佐佐佐佐 渡渡渡渡 （（（（ 新新新新 潟潟潟潟 ））））

25-1925-1925-1925-19

25-2225-2225-2225-22

2222 0000

高高高高 岡岡岡岡 第第第第 一一一一 （（（（ 富富富富 山山山山 ））））

25-2325-2325-2325-23

26-2426-2426-2426-24

3333 0000 25-2125-2125-2125-21

25-1525-1525-1525-15
西西西西 原原原原 （（（（ 沖沖沖沖 縄縄縄縄 ））））

25-1925-1925-1925-19

25-2125-2125-2125-21

開開開開 智智智智 （（（（ 和和和和 歌歌歌歌 山山山山 ））））

25-1325-1325-1325-13

25-2025-2025-2025-20

25-1525-1525-1525-15

日日日日 本本本本 航航航航 空空空空 （（（（ 山山山山 梨梨梨梨 ））））

25-1925-1925-1925-19

28-2628-2628-2628-26

25-1425-1425-1425-14

25-2225-2225-2225-22

19-2519-2519-2519-25

25-2325-2325-2325-23

25-1725-1725-1725-17

東東東東 亜亜亜亜 学学学学 園園園園 （（（（ 東東東東 京京京京 ））））

小小小小 松松松松 大大大大 谷谷谷谷 （（（（ 石石石石 川川川川 ））））

2222 0000 2222 1111

2222 1111

市市市市 立立立立 尼尼尼尼 崎崎崎崎 （（（（ 兵兵兵兵 庫庫庫庫 ）））） 25-2025-2025-2025-20

25-1925-1925-1925-19

25-2225-2225-2225-22

20-2520-2520-2520-25

25-2225-2225-2225-22

大大大大 村村村村 工工工工 （（（（ 長長長長 崎崎崎崎 ）））） 新新新新 田田田田 （（（（ 愛愛愛愛 媛媛媛媛 ））））

25-1825-1825-1825-18

29-2729-2729-2729-27

25-2325-2325-2325-23

23-2523-2523-2523-25

25-2125-2125-2125-21

2222 0000

駿駿駿駿 台台台台 学学学学 園園園園 （（（（ 東東東東 京京京京 ））））

26-2426-2426-2426-24

25-1725-1725-1725-17

25- 925- 925- 925- 9

25-2025-2025-2025-20

2222 0000 2222 0000

2222 0000

雄雄雄雄 物物物物 川川川川 （（（（ 秋秋秋秋 田田田田 ））））

松松松松 阪阪阪阪 工工工工 （（（（ 三三三三 重重重重 ）））） 佐佐佐佐 賀賀賀賀 学学学学 園園園園 （（（（ 佐佐佐佐 賀賀賀賀 ））））

25-2125-2125-2125-21

25-2025-2025-2025-20

25-1125-1125-1125-11

25-1325-1325-1325-13

2222 0000

相相相相 馬馬馬馬 （（（（ 福福福福 島島島島 ））））

25-2125-2125-2125-21

25-2025-2025-2025-20

25- 725- 725- 725- 7

25-1425-1425-1425-14

2222 0000 2222 0000

2222 1111

川川川川 崎崎崎崎 橘橘橘橘 （（（（ 神神神神 奈奈奈奈 川川川川 ））））

多多多多 度度度度 津津津津 （（（（ 香香香香 川川川川 ）））） 鎮鎮鎮鎮 西西西西 （（（（ 熊熊熊熊 本本本本 ））））

25-2225-2225-2225-22

19-2519-2519-2519-25

25-1525-1525-1525-15

25-2325-2325-2325-23

23-2523-2523-2523-25

25-2025-2025-2025-20

2222 1111

天天天天 理理理理 （（（（ 奈奈奈奈 良良良良 ））））

25-2225-2225-2225-22

34-3234-3234-3234-32

25-1725-1725-1725-17

25-1525-1525-1525-15

2222 0000 2222 0000

2222 0000

科科科科 学学学学 大大大大 高高高高 （（（（ 北北北北 海海海海 道道道道 ））））

近近近近 江江江江 （（（（ 滋滋滋滋 賀賀賀賀 ）））） 埼埼埼埼 玉玉玉玉 栄栄栄栄 （（（（ 埼埼埼埼 玉玉玉玉 ））））

25-2025-2025-2025-20

20-2520-2520-2520-25

25-1025-1025-1025-10

25-1725-1725-1725-17

25-2225-2225-2225-22

2222 1111

崇崇崇崇 徳徳徳徳 （（（（ 広広広広 島島島島 ））））

24-2624-2624-2624-26

25-1825-1825-1825-18

25-2325-2325-2325-23

26-2426-2426-2426-24

22-2522-2522-2522-25

29-2729-2729-2729-27

2222 1111 2222 1111

2222 1111

高高高高 川川川川 学学学学 園園園園 （（（（ 山山山山 口口口口 ））））

早早早早 稲稲稲稲 田田田田 実実実実 （（（（ 東東東東 京京京京 ）））） 清清清清 水水水水 桜桜桜桜 がががが 丘丘丘丘 （（（（ 静静静静 岡岡岡岡 ））））

25-2325-2325-2325-23

25-1325-1325-1325-13

25-1425-1425-1425-14

23-2523-2523-2523-25

25-2125-2125-2125-21

2222 0000

習習習習 志志志志 野野野野 （（（（ 千千千千 葉葉葉葉 ））））

25-2125-2125-2125-21

22-2522-2522-2522-25

25-2025-2025-2025-20

25-1725-1725-1725-17

25-1925-1925-1925-19

2222 1111 2222 0000

東東東東 北北北北 （（（（ 宮宮宮宮 城城城城 ））））

25-1725-1725-1725-17

25-1825-1825-1825-18

25-1625-1625-1625-16

25-1925-1925-1925-19

2222 0000 2222 0000

戦戦戦戦 戦戦戦戦

松松松松 本本本本 国国国国 際際際際 （（（（ 長長長長 野野野野 ））））

優優優優

勝勝勝勝

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

東東東東

　　　　

山山山山

　　　　

（（（（

初初初初

優優優優

勝勝勝勝

））））

大大大大 分分分分 南南南南 （（（（ 大大大大 分分分分 ））））

回回回回 回回回回 回回回回

戦戦戦戦 戦戦戦戦 戦戦戦戦 勝勝勝勝 勝勝勝勝 勝勝勝勝 戦戦戦戦

準準準準
準準準準

々々々々

決決決決

勝勝勝勝

３３３３ ２２２２ １１１１

回回回回 回回回回 回回回回 決決決決 決決決決

１１１１ ２２２２ ３３３３
準準準準

々々々々

決決決決

勝勝勝勝

準準準準 決決決決

（日）（日）（日）（日） （土）（土）（土）（土） （火）（火）（火）（火） （火）（火）（火）（火） （月）（月）（月）（月） （日）（日）（日）（日）

１１日１１日１１日１１日 ７日７日７日７日 ７日７日７日７日 ６日６日６日６日 ５日５日５日５日

（日）（日）（日）（日） （月）（月）（月）（月） （火）（火）（火）（火） （火）（火）（火）（火） （土）（土）（土）（土）

５日５日５日５日 ６日６日６日６日 ７日７日７日７日 ７日７日７日７日 １１日１１日１１日１１日 １２日１２日１２日１２日

≪　男子　・　結果　≫≪　男子　・　結果　≫≪　男子　・　結果　≫≪　男子　・　結果　≫

会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ

1月1月1月1月 1月1月1月1月 1月1月1月1月



1111

2222

25-1825-1825-1825-18

28-2628-2628-2628-26

2222

25-1425-1425-1425-14

25-1625-1625-1625-16

2222

1111

2222

2222

1月1月1月1月

１２日１２日１２日１２日

決決決決

勝勝勝勝勝勝勝勝

回回回回

戦戦戦戦

25-1925-1925-1925-19

25-1025-1025-1025-10

1111

0000

2222

25-1225-1225-1225-12

25-1725-1725-1725-17

2222

2222

2222

25-2125-2125-2125-21

17-2517-2517-2517-25

25-1625-1625-1625-16

25-2125-2125-2125-21

25-1925-1925-1925-19

2222

2222

25-2125-2125-2125-21

30-2830-2830-2830-28

3333

25-2025-2025-2025-20

25-1625-1625-1625-16

2222 0000

25-2025-2025-2025-20

28-2628-2628-2628-26

2222

25-1625-1625-1625-16

25-1525-1525-1525-15

25-1425-1425-1425-14

25-2125-2125-2125-21

0000

3333

22-2522-2522-2522-25

25-2225-2225-2225-22

25-2125-2125-2125-21

20-2520-2520-2520-25

25-1425-1425-1425-14

25-1725-1725-1725-17

21-2521-2521-2521-25

15-1215-1215-1215-12 25-1625-1625-1625-16

25-1525-1525-1525-15

25-2225-2225-2225-22

3333

戦戦戦戦戦戦戦戦

７日７日７日７日

（火）（火）（火）（火）

３３３３

決決決決 回回回回

（火）（火）（火）（火）

決決決決

７日７日７日７日１１日１１日１１日１１日

準準準準
準準準準

々々々々

決決決決

勝勝勝勝

（火）（火）（火）（火）（土）（土）（土）（土）

準準準準

々々々々

決決決決

勝勝勝勝

（火）（火）（火）（火）

回回回回

戦戦戦戦

６日６日６日６日

（月）（月）（月）（月）

２２２２

回回回回

勝勝勝勝

７日７日７日７日

2222

29-2729-2729-2729-27

21-2521-2521-2521-25

25-1725-1725-1725-17

2222

2222

６日６日６日６日

（月）（月）（月）（月）

２２２２

回回回回

戦戦戦戦

７日７日７日７日

25-1825-1825-1825-18

25-2325-2325-2325-23

0000

0000

0000

0000

0000

25-2025-2025-2025-20

25-1925-1925-1925-19

1111

2222

0000

2222

2222

2222

23-2523-2523-2523-25

25-1925-1925-1925-19

25-2325-2325-2325-23

2222

2222

00000000

2222 0000

金金金金 蘭蘭蘭蘭 会会会会 （（（（ 大大大大 阪阪阪阪 ））））

28-2628-2628-2628-26

25-1825-1825-1825-18

2222

0000

22-2522-2522-2522-25

25-1825-1825-1825-18

25-2225-2225-2225-22

2222 1111 0000

25-1825-1825-1825-18

25-2725-2725-2725-27

25-2125-2125-2125-21

2222

1月1月1月1月

５日５日５日５日

（日）（日）（日）（日）

１１１１

回回回回

戦戦戦戦

岡岡岡岡 崎崎崎崎 学学学学 園園園園 （（（（ 愛愛愛愛 知知知知 ））））

共共共共 栄栄栄栄 学学学学 園園園園 （（（（ 東東東東 京京京京 ））））

25-1125-1125-1125-11

25-1125-1125-1125-11

2222

米米米米 子子子子 西西西西 （（（（ 鳥鳥鳥鳥 取取取取 ））））

首首首首 里里里里 （（（（ 沖沖沖沖 縄縄縄縄 ））））

安安安安 来来来来 （（（（ 島島島島 根根根根 ））））

0000 0000

25-1025-1025-1025-10

25- 525- 525- 525- 5

2222

2222 0000

細細細細 田田田田 学学学学 園園園園 （（（（ 埼埼埼埼 玉玉玉玉 ））））

都都都都 市市市市 大大大大 塩塩塩塩 尻尻尻尻 （（（（ 長長長長 野野野野 ））））

岐岐岐岐 阜阜阜阜 済済済済 美美美美 （（（（ 岐岐岐岐 阜阜阜阜 ））））鳥鳥鳥鳥 栖栖栖栖 商商商商 （（（（ 佐佐佐佐 賀賀賀賀 ））））

京京京京 都都都都 橘橘橘橘 （（（（ 京京京京 都都都都 ））））

00002222

2222 0000

25-1425-1425-1425-14

29-2729-2729-2729-27

高高高高 知知知知 （（（（ 高高高高 知知知知 ））））

広広広広 島島島島 桜桜桜桜 がががが 丘丘丘丘 （（（（ 広広広広 島島島島 ））））

郡郡郡郡 山山山山 女女女女 大大大大 附附附附 （（（（ 福福福福 島島島島 ）））） 札札札札 幌幌幌幌 山山山山 のののの 手手手手 （（（（ 北北北北 海海海海 道道道道 ））））

鹿鹿鹿鹿 児児児児 島島島島 女女女女

1111

秋秋秋秋 田田田田 北北北北 （（（（ 秋秋秋秋 田田田田 ））））

長長長長 岡岡岡岡 商商商商 （（（（ 新新新新 潟潟潟潟 ））））

（（（（ 鹿鹿鹿鹿 児児児児 島島島島 ））））

2222

25-2125-2125-2125-21

25-2125-2125-2125-21

西西西西 邑邑邑邑 楽楽楽楽 （（（（ 群群群群 馬馬馬馬 ））））

0000

大大大大 阪阪阪阪 国国国国 際際際際 滝滝滝滝 井井井井 （（（（ 大大大大 阪阪阪阪 ））））

1111 0000

富富富富 山山山山 第第第第 一一一一 （（（（ 富富富富 山山山山 ））））

増増増増 穂穂穂穂 商商商商 （（（（ 山山山山 梨梨梨梨 ））））

2222

2222

0000

25-1725-1725-1725-17

23-2523-2523-2523-25

17-2517-2517-2517-25

25-2125-2125-2125-21

15- 815- 815- 815- 8

2222 0000

（（（（ 熊熊熊熊 本本本本 ））））

敬敬敬敬 愛愛愛愛 学学学学 園園園園 （（（（ 千千千千 葉葉葉葉 ）））） 城城城城 南南南南

25-1825-1825-1825-18

25-1525-1525-1525-15

25-2025-2025-2025-20

23-2523-2523-2523-25

25-1525-1525-1525-15

2222

（（（（ 徳徳徳徳 島島島島 ））））

近近近近 江江江江 兄兄兄兄 弟弟弟弟 社社社社 （（（（ 滋滋滋滋 賀賀賀賀 ）））） 文文文文 京京京京 学学学学 院院院院 大大大大 女女女女 （（（（ 東東東東 京京京京 ））））

山山山山 形形形形 市市市市 商商商商 （（（（ 山山山山 形形形形 ）））） 熊熊熊熊 本本本本 信信信信 愛愛愛愛 女女女女

横横横横 浜浜浜浜 隼隼隼隼 人人人人 （（（（ 神神神神 奈奈奈奈 川川川川 ））））

25-1725-1725-1725-17

25-1725-1725-1725-17

2222

古古古古 川川川川 学学学学 園園園園 （（（（ 宮宮宮宮 城城城城 ）））） 誠誠誠誠 英英英英 （（（（ 山山山山 口口口口 ））））

奈奈奈奈 良良良良 文文文文 化化化化 （（（（ 奈奈奈奈 良良良良 ））））

0000 0000

延延延延 岡岡岡岡 学学学学 園園園園 （（（（ 宮宮宮宮 崎崎崎崎 ））））

青青青青 森森森森 西西西西 （（（（ 青青青青 森森森森 ））））

1111 1111

25-1825-1825-1825-18

17-2517-2517-2517-25

25-1825-1825-1825-18

25-1725-1725-1725-17

25- 925- 925- 925- 9

21-2521-2521-2521-25

25-1725-1725-1725-17

25-2225-2225-2225-22
誠誠誠誠 修修修修 （（（（ 福福福福 岡岡岡岡 ））））

高高高高 松松松松 商商商商 （（（（ 香香香香 川川川川 ））））

九九九九 州州州州 文文文文 化化化化 学学学学 園園園園 （（（（ 長長長長 崎崎崎崎 ）））） （（（（ 愛愛愛愛 媛媛媛媛 ））））

三三三三 重重重重 （（（（ 三三三三 重重重重 ）））） 國國國國 學學學學 院院院院 栃栃栃栃 木木木木 （（（（ 栃栃栃栃 木木木木 ））））

25-2025-2025-2025-20

25-2125-2125-2125-21

土土土土 浦浦浦浦 日日日日 大大大大 （（（（ 茨茨茨茨 城城城城 ））））

25-1925-1925-1925-19

25-2225-2225-2225-22

金金金金 沢沢沢沢 商商商商 （（（（ 石石石石 川川川川 ））））

0000 0000

25-1925-1925-1925-19

25-2225-2225-2225-22

2222

25-1525-1525-1525-15

25-2025-2025-2025-20

2222

優優優優

勝勝勝勝

　　　　

東東東東

九九九九

州州州州

龍龍龍龍

谷谷谷谷

（（（（

８８８８

年年年年

ぶぶぶぶ

りりりり

７７７７

回回回回

目目目目

））））

松松松松 山山山山 東東東東 雲雲雲雲

（（（（ 福福福福 井井井井 ）））） （（（（ 岩岩岩岩 手手手手 ））））

（（（（ 兵兵兵兵 庫庫庫庫 ）））） 和和和和 歌歌歌歌 山山山山 信信信信 愛愛愛愛 （（（（ 和和和和 歌歌歌歌 山山山山 ））））

0000 0000

25-2325-2325-2325-23

25-1625-1625-1625-16

2222

25-1325-1325-1325-13

25-1225-1225-1225-12

旭旭旭旭 川川川川 実実実実 （（（（ 北北北北 海海海海 道道道道 ）））） 富富富富 士士士士 見見見見 （（（（ 静静静静 岡岡岡岡 ））））

氷氷氷氷 上上上上

26-2426-2426-2426-24

25-2325-2325-2325-23

2222

25-2025-2025-2025-20

25-2125-2125-2125-21

福福福福 井井井井 工工工工 大大大大 福福福福 井井井井 盛盛盛盛 岡岡岡岡 誠誠誠誠 桜桜桜桜

就就就就 実実実実 （（（（ 岡岡岡岡 山山山山 ）））） 東東東東 九九九九 州州州州 龍龍龍龍 谷谷谷谷

（（（（ 神神神神 奈奈奈奈 川川川川 ））））

1111 0000

25-1525-1525-1525-15

25-2225-2225-2225-22

2222 0000

（（（（ 大大大大 分分分分 ））））

八八八八 王王王王 子子子子 実実実実 践践践践 （（（（ 東東東東 京京京京 ）））） 川川川川 崎崎崎崎 橘橘橘橘

25-1725-1725-1725-17

25-1325-1325-1325-13

2222 0000

25-1825-1825-1825-18

24-2624-2624-2624-26

25-1725-1725-1725-17

1111

≪　女子　・　結果　≫≪　女子　・　結果　≫≪　女子　・　結果　≫≪　女子　・　結果　≫

会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ

３３３３

１１日１１日１１日１１日

（土）（土）（土）（土）

準準準準

1月1月1月1月

５日５日５日５日

（日）（日）（日）（日）

１１１１

2222

1111

25-1825-1825-1825-18

24-2624-2624-2624-26

25-2225-2225-2225-22

2222

（日）（日）（日）（日）

2222

2222

2222

0000

25-2125-2125-2125-21

25-2325-2325-2325-23

2222

25-1125-1125-1125-11

25-1525-1525-1525-15

25-1525-1525-1525-15

25-2025-2025-2025-20

2222 0000

0000

22-2522-2522-2522-25

26-2426-2426-2426-24

25-2225-2225-2225-22

25-1525-1525-1525-15

25-2025-2025-2025-20

0000

25-1825-1825-1825-18

25-1725-1725-1725-17

22-2522-2522-2522-25

25-1825-1825-1825-18

25-2025-2025-2025-20

1111



○男子優勝校・準優勝校
きょうとふ

京都府 代表 東山 高等学校

とうきょうと

東京都 代表 駿台学園 高等学校

○女子優勝校・準優勝校

大分県 代表 東九州龍谷 高等学校

宮城県 代表 古川学園 高等学校

○３位

ながのけん

長野県 代表 松本国際 高等学校

おおさかふ

大阪府 代表 清風 高等学校

大阪府 代表 金蘭会 高等学校

東京都 代表 共栄学園 高等学校

○優秀選手賞

たかはし　らん

京都府 代表 東山 高等学校 髙橋　藍 選手

なかしま　けんと

京都府 代表 東山 高等学校 中島　健斗 選手

いとう　りく

東京都 代表 駿台学園 高等学校 伊藤　吏玖 選手

そめの　ひかる

東京都 代表 駿台学園 高等学校 染野　輝 選手

やなぎた　いぶき

長野県 代表 松本国際 高等学校 柳田　歩輝 選手

くどう　ゆうじ

大阪府 代表 清風 高等学校 工藤　有史 選手

むろおか　りの

大分県 代表 東九州龍谷 高等学校 室岡　莉乃 選手

あらき　あやか

大分県 代表 東九州龍谷 高等学校 荒木　彩花 選手

ばるです　めりーさ

宮城県 代表 古川学園 高等学校 バルデス　メリーサ 選手

おくむら　れい

宮城県 代表 古川学園 高等学校 奥村　澪 選手

みやべ　あめぜ

大阪 代表 金蘭会 高等学校 宮部　愛芽世 選手

ふ　しんてん

東京都 代表 共栄学園 高等学校 付　欣田 選手

女子

男子

女子
おおさかふ きんらんかい

女子
とうきょうと きょうえいがくえん

女子準優勝
みやぎけん ふるかわがくえん

男子
まつもとこくさい

男子
せいふう

男子優勝

ひがしやま

第72回全日本バレーボール高等学校選手権大会　受賞一覧

男子準優勝

すんだいがくえん

女子優勝

おおいたけん ひがしきゅうしゅうりゅうこく



○ベストリベロ賞

あらき　たくま

京都府 代表 東山 高等学校 荒木　琢真 選手

よしだ　すずな

大分県 代表 東九州龍谷 高等学校 吉田　鈴奈 選手

○最優秀選手賞

たかはし　らん

京都府 代表 東山 高等学校 髙橋　藍 選手

むろおか　りの

大分県 代表 東九州龍谷 高等学校 室岡　莉乃 選手

○ベスト応援賞

きょうえいがくえん

東京都 代表 共栄学園 高等学校

さど

新潟県 代表 佐渡 高等学校

しゅり

沖縄県 代表 首里 高等学校

○勝利監督賞

とよだ　みつひろ

京都府 代表 東山 高等学校 豊田 充浩 監督

たけうち　せいじ

大分県 代表 東九州龍谷 高等学校 竹内 誠二 監督

○入場行進賞

かがわけん たどつ

香川県 代表 多度津 高等学校

あおもりけん あおもりにし

青森県 代表 青森西 高等学校
女子

男子

女子

男子

女子

男子

女子

男子


