
第４回全国高等学校選抜クライミング選手権大会参加の皆様へ 

以下の＜日程＞、＜競技上の注意と知っておいてほしいルールなど＞、＜連絡事項＞をよ

く読み、参加者名簿の内容に誤りがある場合は、末尾の連絡先に至急連絡してください。 

＜日程＞ 

 12 月 22 日（日） 男女予選 フラッシング方式（全員が 2 本のルートを登る） 

8 時 00 分～8 時 50 分  男女予選受付（ウォーミングアップおよび

デモンストレーション記録ビデオ視聴可）   

          9 時 00 分～9 時 30 分  開会式（全員参加）  

          9 時 40 分         男女予選競技開始  競技時間６分 

男女各 2 ルート フラッシング方式   

（クリーニング 男子４回・女子３回 ）   

          15 時 30 分       女子予選競技終了 

          17 時 00 分       男子予選競技終了   

 12 月 23 日（月） 男女準決勝＆決勝 オンサイト方式 

8 時 00 分        男女準決勝受付開始・アイソオープン 

8 時 30 分        男女準決勝受付終了・アイソクローズ 

8 時 40 分～8 時 46 分  男女準決勝オブザベーション（６分間）  

8 時 50 分        男女準決勝競技開始（競技時間６分） 

（男女同時進行・クリーニング 1 回） 

          11 時 00 分       男女準決勝競技終了 

          11 時 10 分       男女決勝進出者発表・アイソオープン  

          11 時 20 分       アイソクローズ  

          12 時 30 分       女子決勝選手入場・選手紹介（８名） 

          12 時 34 分～12 時 40 分 女子決勝オブザベーション（６分間） 

          12 時 45 分       女子決勝競技開始（競技時間８分） 

          13 時 30 分       女子決勝競技終了 

          14 時 00 分       男子決勝選手入場・選手紹介（８名） 

          14 時 04 分～14 時 10 分 男子決勝オブザベーション（６分間） 

          14 時 15 分       男子決勝競技開始（競技時間８分） 

          15 時 00 分       男子決勝競技終了 

          15 時 30 分       表彰・閉会式開始 

          16 時 00 分       表彰・閉会式終了    解散 

  

 ※時間はあくまで目安です。天候や当日の進行状況によって変更の可能性があります。 



＜競技上の注意と選手に知っておいてほしいルールなど＞ 

予選 

・予選は全員が 2 本のルートをフラッシングで登る形式です。アイソレーションを行わず、

他の選手の競技を自由に見ることができます。 

・開会式には選手全員が参加しますので、競技順の早い選手は早めに受付を済ませてウォ

ーミングアップを行ってください。 

・デモンストレーションはビデオ記録にて行い、受付開始後できるだけ速やかに、遅くと

も最初の選手の競技開始１時間前からウォーミングアップエリアにて上映します。 

・開会式前のウォーミングアップ壁の使用とデモンストレーションのビデオ視聴は、競技

順 10 番目までの選手を優先します。 

・開会式終了後、各ルートの競技順 5 番目までの選手は、競技に必要な荷物をすべて持っ

て、競技場の最終待機場所の近くに、来てください。それ以降、自分の 4 人前の選手が

競技を終了したら、最終待機場所に行って競技の準備を行ってください。最終待機場所

でも他の選手の登りを見ることはできます。 

・選手は各自で競技の進行状況を把握し、遅れないように最終待機場所に来てください。 

・競技の順番が来た時点で最終待機場所にいない、または競技の用意ができていない場合

は棄権とみなし、そのルートの成績は登った選手の最下位とします。2 本のルートのうち

1 本だけ棄権し、もう 1 本のルートを登った場合は、棄権したルートの成績を最下位とし

て 2 本のルートの総合成績を算出します。 

準決勝・決勝 

・アイソレーションへは最低限、以下のものを持参してください。 

 ハーネス、クライミングシューズ、チョーク、チョークバック、食料、飲料 

・携帯電話や外部との通信可能な機器類の持ち込みは禁止です。それらの機器類は、受付

の前に引率者や保護者に預けてください。（主催者側でお預かりすることはできません）

持ち込んだ携帯電話などが発見された場合には、即時に失格となる可能性があるので注

意してください。 

・選手はアイソレーションクローズ後は各自の競技終了まで主催者の管理下に置かれ、オ

ブザベーション（ルートの事前下見）と、自分の競技時間以外はアイソレーションから

出ることはできません。 

・オブザベーションは競技開始前に選手全員で行うルートの下見で、時間は６分間です。

残り時間が 1 分の時点でタイムキーパーから、その旨が告げられます。 

・オブザベーションの際は、スタッフの指示に従ってアイソレーション室から競技エリア

に移動してください。その時、競技順３番目までの選手はそのまま競技エリア近くのコ



ールゾーンに残るので、ハーネスを装着のうえ、すべての荷物を持って競技エリアに移

動してください。 

・オブザベーションは、定められた範囲の中で行い、台などがあっても、その上に登って

行ってはいけません。双眼鏡の使用や手書きの記録は認められますが、カメラやビデオ

カメラなどの記録機器類の使用は禁止です。 

・オブザベーション中に観客などと会話することは認められていません。ルートの内容な

どに関する会話を観客などと行った場合、即時に失格となります。選手同士の会話は問

題ありません。 

・オブザベーション終了後、競技順３番目までの選手はコールゾーンへ、それ以外の選手

はアイソレーション室へ、スタッフの指示に従って移動してください。 

共通    

・競技時間は、予選と準決勝は６分、決勝は８分を予定しています。 

 予選はジャッジのスタートの合図から競技時間計測を開始し、準決勝と決勝は競技エリ

アに入った時点から計測を開始します。計測開始後４０秒以内に登り始めてください。

４０秒経過時に警告が与えられ、それを過ぎても登り始めない場合には失格となります。 

 本大会では、最新の IFSC ルールとは異なり、４０秒は競技時間の中に含みます。 

・ハーネスは、メーカーが指定した方法で正しく装着してください。 

・ロープをハーネスに結ぶ時は、必ず、二重８の字結びで行ってください。 

・ルート中のクイックドローには、下から順番に、すべてにクリップしてください。クリ

ップしなかった場合、そのクイックドローのクリップ側のカラビナを選手の体のすべて

が通過した時点、もしくはクリップしていないクイックドローに手で触ることができな

くなった時点で競技中止となり、その時点までの最高到達位置が記録となります。ある

クイックドローにクリップせずに次のクイックドローにクリップした場合、クリップし

なかったクイックドローの下のカラビナを体のすべての部分が通過していなくても競技

中止となるので、注意してください。 

・特定のクイックドローについて、指定されたホールド（およびその手前のホールド）を

保持した時点でクリップすることが、マーキング（青十字など）で指示される場合があ

ります。その場合は、クリップをせずに指定されたホールドを通過すると競技中止にな

ります。 

・Z クリップは、できるだけ安全な方法で速やかにかけ直してください。上下どちらのカラ

ビナからロープを外してもかまいませんが、最終的にクリップしていないカラビナがあ

るまま登り続けることはできません。 

・壁の左右と上端の縁を使用してはいけません。使用した時点で競技中止となり、その時

点までの最高到達位置が記録となります。特にカウンターバランスで流した足が出て、

フックするケースが多いので注意してください。また、上部可動壁のヒンジのあるくぼ



みの部分にも足が入りやすいので、よく注意してください。 

・競技中に、ホールドの回転、ビレイヤーのロープ操作の不手際など、選手自身に起因し

ない要因によって競技に支障をきたした場合、テクニカルインシデントを申し出ること

ができます。このテクニカルインシデントをジャッジが認めた場合は、インシデント発

生までに要したムーヴ数×１分、最長２０分を限度として休憩した後に再度登ることが

認められます。 

・ホールドを取り付けるためにクライミングウォールやハリボテに開いている穴を手で使

用することは禁止です。 

・成績は、フォールもしくは競技中止時点で、手で保持していたホールドの最高到達位置

によります。ルートがトラバースしている場合など、見かけ上は高度の低い位置のホー

ルドに高い数字が与えられている場合もあります。 

・あるホールドを手で持って安定した体勢を取るか、その体勢を制御し得た場合、そのホ

ールドの「保持」となり、そのホールドに付けられた番号に末尾符号を付けずに成績を

示します。 

・あるホールドから、ルート上を登っていく上で有効な、制御された登攀動作（重心位置

のあきらかな変化や、ルートのライン上の次のホールドまたは他の選手がそのホールド

からのムーヴで保持したことのあるホールドに届くこと）を行った場合、そのホールド

の「使用」と判断され、そのホールドに付けられた番号に＋（プラス）の末尾符号を付

けて成績を示します。 

・完登は、最終のクイックドローにクリップして初めて成立します。最終ホールドを保持

しても、最終クイックドローにクリップする前にフォールしたり、壁の上端をつかんだ

りした場合は完登とみなされません。 

成績 

・予選では、各ルートの順位をもとに、同着の人数を考慮してポイントを算出します。自

分のそれぞれのルートのポイントは、次の式で計算できます。 

   ポイント ＝ 順位 ＋（自分以外の同着の人数÷２） 

 次に、２つのルートのポイントの相乗平均（√A ルートのポイント×B ルートのポイント）

で総合ポイントを計算し、総合ポイントが小さい方が上位になります。 

・準決勝、決勝で同着が出た場合には、前のラウンドの成績を考慮（カウントバック）し

て順位を決定します。 

・カウントバックによっても決勝に同順位が生じた場合には、決勝の時間記録（アテンプ

ト開始時から終了時まで）の短い選手を上位とします。 

 
 
 



＜連絡事項＞ 

・体育館は土足禁止ですので、上履きをご用意ください。 

・競技中および開・閉会式には、選手はチームウェアまたはそれに準ずる、競技者にふさ

わしい服装で臨んでください。 

・大会終了時刻は当日の競技進行によって流動的ですので、帰りの交通機関を予約される

場合には、時間に十分な余裕を持ってください。 

・予選暫定競技順の入った参加者名簿を確認してください。都道府県名、学校名、氏名、

フリガナに誤りのある場合には、下記まで速やかにご連絡ください。 

 競技順は、今後のキャンセルなどによって変更の可能性がありますので、最終的な競技

順は大会当日の連絡に従ってください。 

 

〒746-0011 山口県周南市土井 1-8-1 山口県立新南陽高等学校内 

第４回全国高等学校選抜クライミング選手権大会事務局 担当吉川和夫 

TEL0834-63-5555  FAX0834-63-0929  Email kikkawa.kazuo@ysn21.jp 

 

・開会式については、受付時に配布する座席表により各選手の座席をご確認ください。 

開会式前に体育館エントランスに各都道府県プラカードを先頭に集合の後、係員の誘導

の下で入場します。 

 



平成２５年度第４回全国高等学校選抜クライミング選手権大会参加者名簿（予選暫定競技順）

男子

都道府県 学校名 氏 名 フリガナ
予選
①競
技順

予選
②競
技順

奈良県 奈良県立王寺工業高等学校 岡山 弘樹 オカヤマヒロキ 1 48
静岡県 浜松日体高等学校 吉田 隣生 ヨシダ　リンキ 2 49
兵庫県 神戸市立科学技術高等学校 久保田 真生 クボタ　マオ 3 50
長崎県 長崎県立大村高等学校 大川　 雪成 オオカワ　ユキナリ 4 51
宮城県 東北高等学校 伊藤 和真 イトウ　カズマ 5 52
山口県 山口県立防府高等学校 蔭谷 康平 カゲヤ　コウヘイ 6 53
静岡県 静岡県立富士宮西高等学校 伊藤 公大 イトウ　トモヒロ 7 54
東京都 明治大学付属中野高等学校 松原 宏実 マツバラ　ヒロミ 8 55
熊本県 熊本県立八代農業高等学校泉分平澤 涼太 ヒラザワ　リョウタ 9 56
千葉県 千葉県立千城台高等学校 佐々木 原 ササキ　ゲン 10 57
京都府 京都府立洛東高等学校 木本 功太 キモト　コウタ 11 58
愛知県 愛知県立安城東高等学校 長谷川 拓海 ハセガワ　タクミ 12 59
秋田県 十和田高等学校 阿部 郁弥 アベ　フミヤ 13 60
和歌山県 和歌山県立紀北工業高等学校 重谷 征治 ジュウタニ　セイジ 14 61
佐賀県 佐賀県立佐賀工業高等学校 奥野 孝太 オクノ　コウタ 15 62
岩手県 岩手県立黒沢尻工業高等学校 高橋 直也 タカハシ　ナオヤ 16 63
大分県 大分県立竹田高等学校 甲斐 優孝 カイ　ユタカ 17 64
埼玉県 埼玉県立久喜工業高等学校 波田 悠貴 ハダ　ユウキ 18 65
滋賀県 滋賀県立八幡高等学校 藤本 宏治 フジモト　コウジ 19 66
栃木県 栃木県立宇都宮南高等学校 小塙 雄斗 コバナワ　ユウト 20 67
山口県 山口県立防府高等学校 渡邊 浩幸 ワタナベ　ヒロユキ 21 68
京都府 京都学園高等学校 中西 一馬 ナカニシ　カズマ 22 69
静岡県 浜松日体高等学校 西沢 祐紀 ニシザワ　ユウキ 23 70
新潟県 新潟県立柏崎工業高等学校 南雲 純太 ナグモ　ジュンタ 24 71
大分県 大分県立竹田高等学校 河室 寛和 カワムロ　ヒロカズ 25 72
沖縄県 沖縄県立宜野湾高等学校 宮里 健大 ミヤザト　ヒロタ 26 73
広島県 広島国際学院高等学校 牛尾 暢宏 ウシオ　ノブヒロ 27 74
北海道 北海道遠軽高等学校 野田 龍二 ノダ　リュウジ 28 75
東京都 日本工業大学駒場高等学校 岩穴口 颯音 イワナグチ　ハヤト 29 76
福岡県 福岡県立東筑高等学校 日高 駿平 ヒダカ　シュンペイ 30 77
静岡県 浜松日体高等学校 鈴木 正信 スズキ　マサノブ 31 78
北海道 北海道札幌稲雲高等学校 小山 彬 コヤマ　アキラ 32 79
神奈川県 神奈川県立伊志田高等学校 大澤 弘和 オオサワ　ヒロカズ 33 80
千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 島谷 尚季 シマタニ　ナオキ 34 81
長野県 松本蟻ヶ崎高等学校 西脇 匠一 ニシワキ　ショウイチ 35 82
千葉県 船橋市立船橋高等学校 飯田 譲 イイダ　ユズル 36 83
島根県 島根県立松江工業高等学校 佐藤 友輝 サトウ　ユウキ 37 84
沖縄県 沖縄県立宜野湾高等学校 松堂 築 マツドウ　キズク 38 85
秋田県 秋田県立大曲高等学校 藤原 達也 フジワラ　タツヤ 39 86
京都府 国立舞鶴工業高等専門学校 高山 東偉 タカヤマ　トウイ 40 87
京都府 国立舞鶴工業高等専門学校 菊池 孝平 キクチ　コウヘイ 41 88
兵庫県 神戸市立科学技術高等学校 中島 豊 ナカジマ　ユタカ 42 89
福岡県 福岡県立東筑高等学校 篠原 篤 シノハラ　アツシ 43 90
千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 赤木 雅人 アカギ　マサト 44 91
島根県 島根県立松江工業高等学校 津田 健太郎 ツダ　ケンタロウ 45 92
鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校福田 亮 フクダ　リョウ 46 93
長野県 長野県大町高等学校 岡本 昴大 オカモト　コウダイ 47 1
鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校谷本 健太 タニモト　ケンタ 48 2
山口県 山口県立新南陽高等学校 澄田 拓都 スミダ　タクト 49 3
兵庫県 兵庫県立明石高等学校 山下 凪 ヤマシタ　ナギ 50 4
北海道 北海道遠軽高等学校 松浦 凌 マツウラ　リョウ 51 5
埼玉県 埼玉県立浦和西高等学校 中村 元 ナカムラ　ハジメ 52 6
岡山県 岡山県立勝間田高等学校 大森 啓太 オオモリ　ケイタ 53 7



大阪府 大阪府立吹田高等学校 藤脇 祐二 フジワキ　ユウジ 54 8
宮崎県 宮崎県立宮崎西高等学校 岡部 太郎 オカベ　タロウ 55 9
栃木県 栃木県立宇都宮北高等学校 楢﨑 智亜 ナラサキ　トモア 56 10
岩手県 岩手県立黒沢尻工業高等学校 藤戸 大輔 フジト　ダイスケ 57 11
和歌山県 和歌山県立紀北工業高等学校 前田 涼太 マエダ　リョウタ 58 12
滋賀県 滋賀県立八幡高等学校 奥野 健太郎 オクノ　ケンタロウ 59 13
宮城県 東北高等学校 齋藤 隼太 サイトウ　ハヤタ 60 14
山梨県 山梨県立甲府東高等学校 加賀美 和麻 カガミ　カズマ 61 15
静岡県 浜松日体高等学校 田邊 匡律 タナベ　マサノリ 62 16
埼玉県 埼玉県立久喜工業高等学校 神田 慎 カンダ　マコト 63 17
熊本県 熊本県立八代農業高等学校泉分田中 晴也 タナカ　ハルヤ 64 18
群馬県 群馬県立太田東高等学校 田嶋 悠介 タジマ　ユウスケ 65 19
東京都 明治大学付属中野高等学校 山本 浩輝 ヤマモト　コウキ 66 20
長崎県 長崎県立大村高等学校 林　 大智 ハヤシ　ダイチ 67 21
茨城県 茨城県立水戸工業高等学校 五月女 雅史 サオトメ　マサフミ 68 22
岡山県 岡山県立勝間田高等学校 岡本 拓己 オカモト　タクミ 69 23
群馬県 群馬県立嬬恋高等学校 愛敬 直輝 アイキョウ　ナオキ 70 24
福島県 福島県立いわき海星高等学校 馬上 拓海 モウエ　タクミ 71 25
高知県 高知県立高知西高等学校 公文 源太 クモン　ゲンタ 72 26
神奈川県 神奈川県立川崎北高等学校 佐藤 光 サトウ　ヒカル 73 27
山梨県 山梨県立甲府東高等学校 横地 駿介 ヨコチ　シュンスケ 74 28
茨城県 東洋大付属牛久高等学校 野村 真一郎 ノムラ　シンイチロウ 75 29
兵庫県 兵庫県立夢野台高等学校 田井 健太 タノイ　ケンタ 76 30
茨城県 茨城県立水戸工業高等学校 金澤 瞭 カナザワ　リョウ 77 31
岩手県 岩手高等学校 稲垣 涼 イナガキ　リョウ 78 32
奈良県 奈良県立王寺工業高等学校 中村 圭太 ナカムラケイタ 79 33
埼玉県 伊奈学園総合高等学校 渡邉 海人 ワタナベ　カイト 80 34
大阪府 大商学園高等学校 野村 英司 ノムラ　エイジ 81 35
鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校安本 海斗 ヤスモト　カイト 82 36
大阪府 大阪府立河南高等学校 大里 祐介 オオサト　ユウスケ 83 37
長野県 長野県大町高等学校 京屋 仁 キョウヤ　ジン 84 38
滋賀県 滋賀県立瀬田工業高等学校 今滝 裕也 イマタキ　ユウヤ 85 39
岡山県 岡山県立勝間田高等学校 村上 友翼 ムラカミ　ユウスケ 86 40
神奈川県 神奈川県立伊志田高等学校 荻野 嵩也 オギノ　シュウヤ 87 41
岐阜県 岐阜県立各務原高等学校 亀山 凌平 カメヤマ　リョウヘイ 88 42
高知県 高知県立高知西高等学校 明坂 将希 アケサカ　マサキ 89 43
千葉県 千葉県立長生高等学校 坂本 祐樹 サカモト　ユウキ 90 44
佐賀県 佐賀県立佐賀工業高等学校 小寺 遼 コテラ　リョウ 91 45
宮崎県 宮崎県立宮崎西高等学校 釘田 尚弥 クギタ　マサヤ 92 46
宮城県 仙台高等専門学校 藤根 光 フジネ　ヒカル 93 47
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東京都 東京都立光丘高等学校 木暮 花 コグレ　ハナ 1 40
神奈川県 神奈川県立多摩高等学校 羽鳥 唯 ハトリ　ユイ 2 41
北海道 北海道遠軽高等学校 亀田 桃子 カメダ　モモコ 3 42
千葉県 千葉県立千城台高等学校 板谷 眞梨奈 イタヤ　マリナ 4 43
埼玉県 山村学園高等学校 坂井 絢音 サカイ　アヤネ 5 44
新潟県 新潟県立直江津中等教育学校 田中 千華 タナカ　チカ 6 45
東京都 東京都立工芸高等学校 佐藤 ジョアナ玲子サトウ　ジョアナレイコ 7 46
兵庫県 神戸学院大学付属高等学校 大植 麻亜耶 オオウエ　マアヤ 8 47
群馬県 群馬県立沼田女子高等学校 川方 瑳笑 カワカタ　サエ 9 48
広島県 広島県立安芸高等学校 大本 麻衣 オオモト　マイ 10 49
愛知県 愛知県立岡崎商業高等学校 桑岡 真凜 クワオカ　マリン 11 50
千葉県 千葉県立船橋高等学校 村井 茉莉子 ムライ　マリコ 12 51
長崎県 長崎県立佐世保東翔高等学校 西村 楓花 ニシムラ　フウカ 13 52
奈良県 奈良県立奈良朱雀高等学校 檜垣 ゆかり ヒガキ　ユカリ 14 53
福岡県 福岡県立東筑高等学校 堺 映奈 サカイ　エナ 15 54
島根県 島根県立出雲高等学校 今岡 歩 イマオカ　アユミ 16 55
静岡県 静岡県立富士宮西高等学校 村野 加奈 ムラノ　カナ 17 56
北海道 北星学園女子高等学校 小武 芽生 コタケ　メイ 18 57
福岡県 福岡県立東筑高等学校 筒井 万耶子 ツツイ　マヤコ 19 58
長野県 上田西高等学校 西澤 ののか ニシザワ　ノノカ 20 59
大分県 大分県立竹田高等学校 吉岡 奈那 ヨシオカ　ナナ 21 60
秋田県 秋田県立角館高等学校 熊谷 実夢 クマガイ　ミユ 22 61
宮城県 東北高等学校 三浦 絵里菜 ミウラ　エリナ 23 62
兵庫県 兵庫県立夢野台高等学校 藤代 沙耶 フジシロ　サヤ 24 63
鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校 三谷 つぐみ ミタニ　ツグミ 25 64
長崎県 長崎県立大村高等学校 原田 朝美 ハラダ　アサミ 26 65
静岡県 静岡県立富士宮西高等学校 古川 弓海 フルカワ　ユウミ 27 66
滋賀県 滋賀県立八幡高等学校 西居 彩香 ニシイ　アヤカ 28 67
東京都 東京都立工芸高等学校 森屋 あるみ モリヤ　アルミ 29 68
秋田県 秋田県立角館高等学校 阿部 真理 アベ　マリ 30 69
埼玉県 埼玉県立上尾南高等学校 小池 芽生 コイケ　メイ 31 70
静岡県 浜松日体高等学校 北脇 順子 キタワキ　ジュンコ 32 71
岩手県 盛岡第一高等学校 中村 朱 ナカムラ　アヤ 33 72
茨城県 水戸第三高等学校 和田 花織 ワダ　カオル 34 73
沖縄県 沖縄県立首里高等学校 我那覇 綾子 ガナハ　アヤコ 35 74
岡山県 就実高等学校 川田 那津己 カワタ　ナツキ 36 75
大分県 大分県立竹田高等学校 大神 ひかる オンガ　ヒカル 37 76
奈良県 奈良県立奈良朱雀高等学校 椚原 舞香 クヌギハラ　マイカ 38 77
京都府 京都府立洛東高等学校 藤井 賀歩 フジイ　カホ 39 1
広島県 広島県立安芸高等学校 山下 真由 ヤマシタ　マユ 40 2
大阪府 大阪府立河南高等学校 増田 愛子 マスダ　アコ 41 3
岩手県 盛岡第一高等学校 小船 瑠子 コブネ　ルコ 42 4
長崎県 長崎県立大村高等学校 向島 朋香 ムコウジマ　トモカ 43 5
岐阜県 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 小川 那瑠実 オガワ　ナルミ 44 6
埼玉県 埼玉県立上尾南高等学校 木村 明日香 キムラ　アスカ 45 7
兵庫県 兵庫県立夢野台高等学校 小野寺 佑花 オノデラ　ユウカ 46 8
滋賀県 滋賀県立八幡高等学校 北川 ももこ キタガワ　モモコ 47 9
神奈川県 神奈川県立鶴嶺高等学校 土肥 由瑚 ドヒ　ユウコ 48 10
茨城県 水戸農業高等学校 比企 千織 ヒキ　チオリ 49 11
群馬県 群馬県立沼田女子高等学校 大竹 さら紗 オオダケ　サラサ 50 12
沖縄県 沖縄県立首里高等学校 松田 喜々 マツダ　キキ 51 13
島根県 島根県立出雲高等学校 松崎 由依 マツザキ　ユイ 52 14
兵庫県 兵庫県立飾磨工業高等学校 多部制 中村 沙也加 ナカムラ　サヤカ 53 15
山口県 山口県立新南陽高等学校 蔭谷 柚佳 カゲヤ　ユカ 54 16



千葉県 渋谷教育学園幕張高等学校 竹内 彩佳 タケウチ　アヤカ 55 17
和歌山県 和歌山県立日高高等学校 森本 樹里 モリモト　ジュリ 56 18
長崎県 長崎県立大村高等学校 古相 茜 フルソウ　アカネ 57 19
東京都 中央高等学院 大滝 璃奈 オオタキ　リナ 58 20
鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校 山口 夕夏 ヤマグチ　ユウカ 59 21
長野県 上田西高等学校 稲垣 夢樹 イナガキ　ユキ 60 22
栃木県 栃木県立宇都宮白楊高等学校 中田 茉那 ナカタ　マナ 61 23
宮城県 東北高等学校 屋代 舞 ヤシロ　マイ 62 24
岩手県 岩手県立盛岡第三高等学校 山瀬 奈々子 ヤマセ　ナナコ 63 25
群馬県 群馬県立前橋女子高等学校 仁平 はるか ニヒラ　ハルカ 64 26
山口県 山口県立新南陽高等学校 秋本 茉音 アキモト　マオ 65 27
山形県 山形県立山形東高等学校 佐藤 甘奈 サトウ　カンナ 66 28
滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 紅谷 英那 ベニタニ　エナ 67 29
千葉県 千葉県立千城台高等学校 石毛 杏香 イシゲ　キョウカ 68 30
山口県 山口県立新南陽高等学校 久野 優 ヒサノ　ユウ 69 31
北海道 北海学園札幌高等学校 佐々木 里穂 ササキ　リホ 70 32
岡山県 就実高等学校 川上 悠菜 カワカミ　ユウナ 71 33
京都府 京都府立洛東高等学校 西田 都香沙 ニシダ　ツカサ 72 34
宮城県 東北高等学校 田端 真依 タバタ　マイ 73 35
和歌山県 和歌山市立和歌山高等学校 ミンザック　カタリナ玲子 ミンザック　カタリナレイコ 74 36
高知県 高知県立高知西高等学校 原 菜優 ハラ　ナユ 75 37
三重県 三重県立津東高等学校 義村 萌 ヨシムラ　モエ 76 38
北海道 北海道遠軽高等学校 寺田 江梨花 テラダ　エリカ 77 39
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