
Ｎｏ 都道府県 学校名 選手名 資格 学年 得点 順位
1 栃木県 作新学院 髙田　彩華 二段 3年

2 京都府 京都西山 森川　春菜 三段 3年

3 長野県 塩尻志学館 黒沢　春菜 ３級 2年

4 宮崎県 延岡工業 甲斐　鈴華 初段 3年

5 奈良県 奈良文化 増田　朱音 初段 3年

6 宮城県 東北生活文化大 吉田　茉紗稀 初段 1年

7 北海道 札幌啓成 黒田　あかり 二段 3年

8 長崎県 川棚 種本　野乃香 二段 3年

9 岐阜県 加茂農林 今枝　莉奈 二段 3年

10 新潟県 西新発田 山上　遥香 初段 2年

11 埼玉県 小川 工藤　李華 初段 3年

12 富山県 桜井 柏原　杏 初段 2年

13 鹿児島県 出水工業 外園　美咲 二段 2年

14 佐賀県 武雄 秀島　萌恵 初段 3年

15 兵庫県 松蔭 米光　楓夏 初段 2年

16 広島県 市立福山 田口　弥苗 初段 3年

17 愛媛県 新居浜西 田中　沙耶加 初段 3年

18 香川県 坂出第一 香川　莉奈 初段 3年

19 岡山県 岡山工業 大久保　芽依 ３級 2年

20 茨城県 清真学園 森内　志織 二段 2年

21 大阪府 好文学園女子 久郷　真鈴 初段 3年

２０１７年７月１０日確定版

予選女子単独演武 Ａ 2Ｒ 1コート

女子単独演武 Ｂ 予選 2Ｒ 2コート

Ｎｏ 都道府県 学校名 選手名 資格 学年 得点 順位
22 青森県 三本木 吉本　七海 初段 3年

23 愛媛県 新居浜南 宮岡　玲奈 二段 3年

24 大阪府 泉北 高橋　希実 初段 1年

25 鹿児島県 鹿屋女子 寺村　美早紀 二段 2年

26 新潟県 新津南 髙橋　優奈 初段 3年

27 長野県 伊那弥生ヶ丘 小林　愛海 三段 3年

28 埼玉県 和光国際 大橋　彩水 初段 3年

29 京都府 洛北 森川　風輝 三段 3年

30 宮崎県 都城西 立元　日香里 二段 1年

31 佐賀県 高志館 小野　和菜 二段 3年

32 広島県 市立福山 北野　李桜 初段 2年

33 岐阜県 中京 吉田　尊 二段 2年

34 栃木県 作新学院 髙橋　茉央 二段 1年

35 香川県 高松南 山田　紫園 二段 2年

36 兵庫県 相生産業 奥澤　知香 二段 2年

37 茨城県 土浦第二 加固　花奈子 初段 3年

38 北海道 富良野 中野　なつみ 二段 1年

39 岡山県 金光学園 井上　日和 三段 3年

40 富山県 桜井 野村　ちえり 初段 2年

41 奈良県 一条 木下　香音 初段 3年

42 宮城県 東北 洞口　愛里沙 ３級 2年

女子単独演武 Ｂ 予選 2Ｒ 2コート



Ｎｏ 都道府県 学校名 選手名 資格 学年 得点 順位
43 宮城県 仙台第一 中村　明莉 初段 3年

44 山形県 山形北 佐藤　陽菜子 ３級 1年

45 三重県 四日市商業 川村　海月 二段 1年

46 熊本県 ルーテル 森本　美七海 二段 1年

47 東京都 共栄学園 鈴木　風香 三段 3年

48 大分県 臼杵 藤丸　沙加 二段 3年

49 群馬県 桐生 千田　有希乃 初段 3年

50 青森県 三本木 西野　颯希 初段 3年

51 和歌山県 熊野 山根　奈採 初段 3年

52 神奈川県 桐蔭学園 石川　明日香 ３級 2年

53 徳島県 城南 松村　佳奈 二段 3年

54 高知県 高知工業 竹村　涼花 初段 1年

55 秋田県 聖霊 川上　萌々香 二段 2年

56 石川県 小松工業 小原　茉緒 初段 3年

57 福岡県 常磐 志村　美空 二段 1年

58 静岡県 聖隷クリストファー 伊藤　彩華 初段 3年

59 山口県 萩 秋山　琴音 二段 2年

60 愛知県 鶴城丘 杉浦　由季乃 初段 3年

61 千葉県 桜林 金子　夏子 三段 3年

62 福井県 啓新 小林　真凜 ５級 1年

Ｎｏ 都道府県 学校名 選手名 資格 学年 得点 順位

女子単独演武 Ｄ 予選 2Ｒ 4コート

女子単独演武 Ｃ 予選 2Ｒ 3コート

Ｎｏ 都道府県 学校名 選手名 資格 学年 得点 順位
63 神奈川県 小田原 花原　里奈 １級 3年

64 三重県 四日市工業 遠藤　歓奈 二段 2年

65 群馬県 前橋工業 佐藤　萌子 二段 1年

66 山口県 中村女子 天野　真子 初段 3年

67 和歌山県 神島 岩﨑　香乃 ２級 2年

68 熊本県 大津 岩村　爽来 初段 1年

69 徳島県 穴吹 正木　怜 二段 2年

70 福井県 北陸 光野　ゆい 二段 2年

71 愛知県 名経大高蔵 中島　霞 二段 3年

72 東京都 砂川 海老澤　花音 初段 3年

73 大分県 玖珠美山 陶山　茜 二段 3年

74 山形県 鶴岡中央 三浦　春乃 二段 3年

75 長崎県 佐世保南 石本　芽衣美 二段 2年

76 石川県 金沢商業 勝野　莉緒 初段 3年

77 静岡県 聖隷クリストファー 青山　侑未 三段 3年

78 宮城県 塩釜 大内　玲菜 二段 3年

79 高知県 高知 濱田　歩夏 １級 3年

80 千葉県 成田国際 原田　裕香子 初段 3年

81 福岡県 福岡雙葉 桝田　美音 二段 2年

82 秋田県 秋田北 土門　柊 二段 2年

83 島根県 松江農林 安達　美紅 二段 3年


