
Ｎｏ 都道府県 学校名 選手名 資格 学年 得点 順位
1 三重県 四日市工業 遠藤　歓奈 二段 1年
2 京都府 洛北 森川　風輝 二段 2年
3 鹿児島県 出水工業 外園　美咲 初段 1年
4 愛媛県 新居浜西 田中　紗耶加 初段 2年
5 和歌山県 星林 向井　美沙 二段 3年
6 長野県 伊那弥生ヶ丘 小林　愛海 二段 2年
7 香川県 高松南 山田　紫園 二段 1年
8 埼玉県 いずみ 片田　萌水 二段 3年
9 茨城県 清真学園 坂　伊織 初段 3年
10 愛知県 名経大高蔵 中島　霞 初段 2年
11 長崎県 長崎女子商業 田畑　幸子 ５級 2年
12 広島県 市立福山 德岡　星香 初段 3年
13 福井県 福井高専 奥村　星香 ６級 2年
14 大阪府 樟蔭 久田　友香 二段 3年
15 岡山県 津山 中尾　好花 三段 3年
16 北海道 北海学園札幌 開本　くるみ 初段 3年
17 神奈川県 有馬 鎮野　結衣 初段 3年
18 熊本県 大津 平田　真弓 初段 3年
19 新潟県 村上 小林　夏音 初段 1年

Ｎｏ 都道府県 学校名 選手名 資格 学年 得点 順位

1 熊本県 菊池農業 谷口　かれん 初段 3年
2 岡山県 総社 瀬川　凛 二段 2年
3 埼玉県 小川 能祖　咲希 初段 3年
4 秋田県 聖霊女子短大付属 川上　萌々香 初段 1年
5 愛媛県 新居浜南 宮岡　玲奈 初段 2年
6 京都府 京都翔英 木田　愛華 二段 2年
7 愛知県 桜花学園 安井　愛恵 二段 3年
8 北海道 旭川永嶺 山本　千尋 三段 3年
9 和歌山県 田辺 田中　稚菜 初段 3年
10 大阪府 好文学園女子 本間　三晴 三段 3年
11 三重県 四日市南 田中　ゆか 二段 1年
12 長野県 塩尻志学館 三村　舞衣子 ３級 2年
13 長崎県 川棚 種本　野乃香 初段 2年
14 香川県 坂出第一 連　佑理華 三段 3年
15 神奈川県 桐蔭学園 山口　琴弓 三段 3年
16 福井県 北陸 光野　ゆい 二段 1年
17 茨城県 清真学園 鬼澤　美結 １級 1年
18 鹿児島県 鹿児島実業 石川　綾乃 二段 2年
19 広島県 市立福山 田口　弥苗 初段 2年
20 新潟県 西新発田 山上　遥香 初段 1年

予選女子単独演武 Ａ 4Ｒ 1コート

女子単独演武 Ｂ 予選 4Ｒ 2コート



Ｎｏ 都道府県 学校名 選手名 資格 学年 得点 順位

1 静岡県 聖隷 伊藤　彩華 ３級 2年
2 富山県 富山商業 廣上　恵理香 二段 3年
3 福岡県 朝倉東 髙武　果南 初段 3年
4 栃木県 作新学院 高田　彩華 二段 2年
5 高知県 高知 濱田　歩夏 ２級 2年
6 兵庫県 相生産業 龍田　明奈 二段 1年
7 島根県 三刀屋 門脇　宥紀菜 二段 3年
8 奈良県 市立一条 木下　香音 ３級 2年
9 青森県 十和田工業 小山田　桜 二段 3年
10 宮城県 塩釜 大内　玲菜 二段 2年
11 佐賀県 武雄 北　茉優花 初段 3年
12 岐阜県 加茂農林 今枝　莉奈 二段 2年
13 大分県 玖珠美山 陶山　茜 二段 2年
14 石川県 小松工業 小原　茉緒 ３級 2年
15 千葉県 桜林 金子　夏子 二段 2年
16 岡山県 津山東 岸部　楓 二段 1年
17 東京都 共栄学園 鈴木　風香 二段 2年
18 群馬県 太東 小澤　歩未 二段 3年
19 山口県 桜ヶ丘 上田　佳奈 二段 3年
20 徳島県 穴吹 榎丸　優香 初段 3年

Ｎｏ 都道府県 学校名 選手名 資格 学年 得点 順位

1 千葉県 成田北 柏葉　美来 初段 3年
2 大分県 臼杵 藤丸　沙加 二段 2年
3 岡山県 林野 山本　佳歩 二段 3年
4 群馬県 商大附 清水　あかり 初段 3年
5 島根県 松江南 加藤　彩能 二段 3年
6 福岡県 香椎 柴田　史佳 三段 3年
7 岐阜県 中京 吉田　尊 二段 1年
8 青森県 五所川原第一 傳法谷　祐実 初段 2年
9 宮崎県 都城 海老原　紫月 二段 1年
10 栃木県 作新学院 伊澤　彩花 １級 3年
11 山口県 山口中央 白澤　麗菜 二段 1年
12 宮城県 東北 岩瀬　友香 二段 3年
13 石川県 金沢商業 吉田　美里 初段 3年
14 奈良県 市立一条 武村　真衣 初段 3年
15 佐賀県 武雄 草場　志穂 初段 3年
16 富山県 新川 松岡　里奈 初段 2年
17 兵庫県 相生産業 山根　希 二段 1年
18 東京都 清瀬 荒井　流風香 二段 3年
19 静岡県 聖隷 新貝　奈那子 二段 3年
20 徳島県 城南 松村　佳奈 二段 2年

女子単独演武 Ｃ 予選 4Ｒ 3コート

女子単独演武 Ｄ 予選 4Ｒ 4コート


