
高校女子
ブロック ドローN 団体名 監督名 登録選手名

1 東京高Ａ 上口　弘 堀江　菜月　/　田中　彩純　/　金井　あおい　/　神保　萌衣　/　保谷　成美
3 雪谷高Ｅ 田島　有希子 久富　茉琳　/　秋山　リン　/　久野　紋菜　/　横山　亜仁衣
4 桜修館高Ａ 嶺　直利 蜷川　真緒　/　石川　祐衣　/　蔵方　理歩　/　小村　紀里　/　古谷　優香
5 田園調布高Ａ 荻原　秀明 梅澤　知実　/　安野　未來　/　渡辺　梓　/　竹内　夏月乃　/　中岫　陽子
6 山脇学園高Ｄ 冨井　麻喜 相浦　叶　/　西山　和瑚　/　青木　杏奈　/　鈴木　伽蓮
7 上水高C 宮崎　大一 宮崎　麻由佳　/　細谷　愛美　/　富山　奈々　/　加川　絵里佳
8 実践女子学園高Ａ 小室　智史 堤　ほの佳　/　岡田　彩月　/　竹澤　杏南　/　泉　佑芽　/　伊藤　結奈
9 工学院高 加藤　充子 山口　奏　/　岡部　綾佳　/　袖山　幸奈　/　嶋　美七海　/　里田　汐音
10 城東高Ｃ 佐藤　東 中野　歩実　/　岩渕　咲希　/　島田　紗江　/　財部　瑠奈
11 田無高Ｂ 神田　隼斗 甲斐　菜々花　/　久慈　絵理香　/　水上　結依　/　雨宮　美衣菜　/　服部　礼奈
12 東京工大附高 森安　勝 大澤　美花　/　塚田　理江那　/　白田　ひびき　/　佐藤　舞　/　柳瀬　有希
13 帝京八王子高 水上　雷司 岡田　梨亜　/　齋藤　由果　/　耒住野　桃佳　/　芝田　真生　/　森山　紗樹
14 立正高Ｂ 梅田　克彦 宮城　未有　/　天野　眞歩利　/　菊池　雛々香　/　吉田　里奈　/　渡辺　未来
15 小山台高Ｂ 吉田　尚史 深澤　愛侑　/　鎗田　成美　/　松橋　香子　/　神　優紀　/　中西　未来　
16 八王子東高Ａ 赤崎　伸一 大窪　しおり　/　岩崎　蘭　/　安藤　佳乃　/　礒邉　紬　
1 東京高Ｂ 上口　弘 木村　朱里　/　宇野　いまり　/　伊賀　沙綾　/　阿佐美　美羽
3 調布北高Ｂ 杉岡　冨士男 小畑　美咲　/　坂口　春菜　/　松岡　みずほ　/　柳田　真海　/　五十嵐　沙弥香
4 東海大高輪台高Ａ 中山　唯人 大澤　美紀　/　両角　遥　/　戸嶋　みなみ　/　原　千夏　/　矢吹　美樹
5 東大附属高 長嶋　秀幸 湯原　泉　/　茂木　菜々子　/　倉田　絵里　/　今野　穂乃佳　/　小林　千紘
6 香蘭女学院高Ｂ 佐藤　寿美 円城　光　/　相川　菜穂　/　新倉　朋美　/　安田　早織　/　村澤　玲菜
7 品川女子学院高C 荒井　孝弘 鈴木　七実　/　池田　奈緒　/　日野　里奈子　/　平賀　詩乃
8 美原高A 池田　真紀 草場　咲希　/　太宰　菜々　/　和田　小雪　/　大野　乃彩　/　岡田　奏実
9 田無高Ａ 神田　隼斗 小林　由依　/　池田　優里　/　高橋　歩　/　辻本　恵梨佳　/　諏佐　優奈
10 西高B 池田　弘美 山口　佳恋　/　梶原　彩夏　/　蓮見　紗英子　/　山口　慧　/　石原　優衣
11 山脇学園高Ｃ 冨井　麻喜 佐藤　世麗奈　/　利　菜々美　/　石田　多恵　/　大内　彩花
12 東京朝鮮高 高　始徳 陳　香愛　/　徐　愛里　/　権　麻衣　/　慎　慶雅　/　金　莉瑛
13 二松学舎高 車田　忠継 山根　沙菜　/　清水　英佳　/　石井　茉鈴　/　斎藤　美紗樹　/　岩崎　穂乃香
14 田園調布高Ｂ 荻原　秀明 飯島　香里　/　小原　里咲　/　川中　梨緒　/　池田　麻衣　/　堀内　美冴
15 明大明治高D 本橋　宏之 安田　唯真　/　梨羽　雅　/　貫井　梨央　/　西田　梨紗子　/　大澤　　乃々
16 小平高Ｂ 田中　啓太 竹田　樹菜　/　長谷川　珠里　/　福田　麻尋　/　奥原　彩貴　/　根橋　志帆
1 東大和高Ａ 高尾　晃 溝口　果林　/　原　美咲　/　堀内　静乃　/　澤田　波美　/　蔭山　千奈津
3 明大中野八王子高B 野澤　健也 横山　佳乃子　/　澤藤　美紅　/　戸叶　樹里　/　大坂　朗穂　/　澁谷　早希
4 明治学院東村山高Ｄ 大内　俊介 須藤　結　/　斉藤　真彩香　/　由井　杏奈　/　山本　結　/　井原　怜奈
5 城東高A 佐藤　東 樋口　芽実　/　川崎　真優　/　中口夏生　/　上原　悠莉　/　石井　瑞歩
6 実践女子学園高Ｂ 小室　智史 佐藤　未歩　/　髙橋　花梨　/　中島　海緒　/　椎橋　寿々　/　中野　夏子
7 桜修館高Ｄ 嶺　直利 小野　日向子　/　三輪　千尋　/　尾上　葵　/　田上　結菜
8 中央大高A 上井　恒毅 清水　美冴　/　笹井　莉菜　/　太田黒　菜々　/　山部　有沙　/　立石　星花
9 豊島岡女子学園高A 金沢　雅人 神　遥香　/　宮内　薫　/　小林　花凜　/　松本　美怜
10 東海大高輪台高Ｃ 中山　唯人 栗田　くるみ　/　名久井　早紀　/　児玉　万季　/　富永　悠記子
11 青山学院高Ｂ 高橋　美智江 榎本　藍　/　薗部　咲菜　/　市岡　望玖　/　斉藤　美樹　/　根岸　薫海
12 文京学院大女子高Ａ 岡本　猛史 弥富　十和　/　竹内　亜未　/　轟　千明　/　間野　藍子　/　中島　李織奈
13 瀧野川女子学園高 井田　晃司 長沼　加奈子　/　引田　真由　/　鈴木　文菜　/　大野　咲紀　/　塚田　小南美
14 雪谷高Ｂ 田島　有希子 若林　沙弥　/　舘　花奈　/　大竹　遥　/　豊島　のはら
15 小平高E 田中　啓太 石井　菜々花　/　鈴木　祥奈　/　野上　友里　/　秋野　万葉　/　佐々木恵子
16 明大明治高A 本橋　宏之 林　花連　/　中川　春乃　/　山田　菜穂　/　堀池　朋夏
1 明大中野八王子高A 野澤　健也 野口　栞　/　溝部　樹里　/　二宮　未歩　/　豊田　穂波　/　山田　愛弓
3 豊島岡女子学園高Ｃ 金沢　雅人 上田　有梨沙　/　松元　遥香　/　荒井　光　/　寺澤　穂乃実
4 青山高B 山下　詩織 金子　実津希　/　小幡　七菜恵　/　志賀　文月　/　佐瀬　夏華
5 東京女子学院高 河村　準 酒井　菜芳　/　袖山　凜香　/　高宮　菜桜　/　杉山　千夏　/　白井　美羽
6 明治学院東村山高B 大内　俊介 児玉　真優　/　田中　千穂　/　白柳　彩花　/　相原　未希　/　坂口　佳那
7 立正高Ｃ 梅田　克彦 栗田　千聖　/　松原　杏佳　/　大木　萌叶　/　堀尾　くらら　/　大野　満里愛
8 渋谷教育学園渋谷高A 細川　慎 金　　美怜　/　大鹿　美花　/　三村　香織　/　萩尾　有彩　/　河野　理夏子
9 西高A 池田　弘美 ズャーリッチまりや　/　米山　晴菜　/　山中　琴絵　/　リムザン　永美利　/　横山　玲奈
10 明大明治高C 本橋　宏之 飯守　莉子　/　名村　志穂　/　厨川　美穂　/　山田　更紗　/　後藤　恵理華　
11 町田高Ｂ 鹿又　規秀 水戸　萌乃　/　東内　ひかる　/　古川　望恵　/　石川　海咲　/　谷　愛彩
12 富士高 鈴木　晃 安達　涼夏　/　萩原　直　/　内山　暁貴　/　篠　玲奈　/　秦　広弥
13 蒲田女子高 溝手　浩之 渡辺　亜沙佳　/　野口　明莉　/　相澤　美希　/　谷口　佳菜絵　/　岩谷　絢乃
14 東海大高輪台高Ｂ 中山　唯人 上田　悠　/　本多　美歩　/　阿南　文菜　/　小西　悠貴　/　亀井　菜摘
15 香蘭女学院高Ｅ 佐藤　寿美 野中　佳衣那　/　斉藤　美由加　/　松村　夏乃　/　三平　理央　/　都築　結衣
16 国立高Ａ 野間　明 名塚　美冴　/　福山　怜加　/　笠本　楓夏　/　国分　歩美　/　冨士原　睦唯
1 調布北高Ａ 杉岡　冨士男 丸岡　茜　/　小野　歩美　/　長谷川　夕夏　/　安田　彩乃
3 明治学院東村山高Ｃ 大内　俊介 藤村　有純　/　山本　美緒里　/　福士　碧　/　中西　彩莉紗　/　齋藤　優菜
4 晃華学園高Ｂ 塚形　侑生 福森　美誓　/　小林　菜奈穂　/　嶋田　葵　/　木原　結真
5 朋優学院高Ａ 岡村　理恵 市村　有希　/　須加　絢惠　/　坂本　鈴　/　浅野目　ほの夏　/　水谷　富由香
6 東海大高輪台高Ｄ 中山　唯人 庄司　馨　/　田中　彩貴　/　鈴木　舞　/　山縣　りのん　/　下平　知可
7 文京学院大女子高Ｂ 岡本　猛史 武内　香音　/　澤田　彩未　/　金城　菜々子　/　原　千晴　/　鈴木　ひなた
8 立正高Ａ 梅田　克彦 丹治　三咲　/　水落　美夏　/　吉川　ひかり　/　池田　望愛
9 府中西高Ａ 宮尾　憲輔 永井　結菜　/　上地　日和　/　萩原　美穂　/　原口　桃衣　
10 雪谷高C 田島　有希子 本松　はな　/　北村　未来　/　島﨑　優　/　横山　美優
11 豊島岡女子学園高B 金沢　雅人 園田　彩友　/　住田　里奈　/　井上　実咲　/　森本　帆風
12 葛西南高A 高瀬　智洋 外山　果奈実　/　浅石　玲未　/　岩上　沙南　/　高山　莉奈　/　佐藤　アスカ
13 小山台高Ａ 吉田　尚史 上野　陽香　/　斎藤　優菜　/　名倉　茉由　/　内野　未唯　/　津田　愛恵
14 東大和高Ｂ 高尾　晃 高橋　かなえ　/　中村　葵　/　奥田　珠生　/　吉岡　莉穂　/　森　愛紗
15 香蘭女学院高Ｄ 佐藤　寿美 緒方　風友　/　渡辺　紗樹　/　福島　萌恵香　/　芹澤　真優　/　小嶋　実里
16 山脇学園高Ｂ 冨井　麻喜 宮田　朋実　/　市橋　梨里香　/　田島　愛彩　/　土屋　みずほ
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1 小平高Ａ 田中　啓太 倉橋　真菜実　/　宮原　唯菜子　/　山本　凪紗　/　鶴岡　ひかり
2 雪谷高Ｆ 田島　有希子 川又　彩伽　/　佐藤　希咲　/　片岡　水紗　/　山口　理紗子
3 調布北高C 杉岡　冨士男 天羽　未来　/　古賀　和古　/　河原　果林　/　齋藤　安侑里　/　神原　末菜
4 城東高B 佐藤　東 松岡　彩　/　中村　葵　/　金木　美紗　/　椎嵜　まな　/　大谷　菜々子
5 武蔵野北高A 船木　克多郎 坂口　彩菜　/　宮澤　紫苑　/　安田　寿香　/　内藤　侑杏　/　佐藤　由依子
6 渋谷教育学園渋谷高B 細川　慎 橋元　菜穂　/　桐下　結衣　/　岩見　律香　/　河野　ひなた　/　中嶋　凜
7 青山高C 山下　詩織 星　実優　/　大和田　奈央　/　後藤　季里　/　斉藤　美緒　/和田　愛莉
8 八王子学園高 波平　慎太郎 小林　優里　/　伊藤　みなみ　/　宮川　夏摘　/　山下　莉菜　/　高橋　かれん
9 深沢高Ａ 今井　陽一 北　香澄　/　髙波　咲貴　/　和田　なつ美　/　横野　亜弥菜
10 八王子東高Ｂ 赤崎　伸一 野呂田　楓　/　井上　舞　/　小林　葉　/　門脇　桃子　/　藤岡　佳那
11 桜修館高Ｃ 嶺　直利 永田　菫　/　木村　怜実佳　/　阿部　実祐　/　樋ノ内　佳奈
12 町田高Ａ 鹿又　規秀 中村　美月　/　平松　瑞季　/　杉森　春奈　/　上川原　琳　/　相良　愛菜
13 品川女子学院高Ｂ 荒井　孝弘 吉川　綾音　/　福田　千秋　/　内野　真衣　/　栗山　優花　/　望月　美海
14 小平高Ｄ 田中　啓太 藤本　友香　/　西山　萌々香　/　吉津　実咲　/　富田　有紀　/　粉川　里紗
15 板橋高 茂出木　祥高 鶴田　梨紗　/　広瀬　渚　/　落合　涼香　/　岩野　惠斗　/　高松　楓
16 上水高A 宮崎　大一 栗田　瑞紀　/　松澤　美和　/　植田　真彩　/　佐伯　夏海　/　逢坂　葵　
1 山脇学園高Ａ 冨井　麻喜 滝田　優里恵　/　伊藤　優果　/　山本　美紅　/　米林　優　/　山本　莉緒
2 明大明治高F 本橋　宏之 関根　七瀬　/　野中　梨沙　/　山下　紗葵　/　穂積　杏紗　/　伊佐　怜菜
3 香蘭女学院高Ｃ 佐藤　寿美 赤羽　咲羽　/　高原　美里　/　平崎　理沙　/　三浦　眞子　/　綾野　文香
4 雪谷高Ａ 田島　有希子 佐々木　幸乃　/　池下　花美　/　中島　彩華　/　藤波　佳音
5 大東大一高 長尾　昌己 上田　弥佳　/　八田　愛梨　/　松岡　美遥　/　河合　智晶　/　川名　江理香
6 朋優学院高Ｂ 岡村　理恵 大野　真由美　/　守屋　琴葉　/　小島　亜優　/　金尾　里菜　/　佐々木　まな
7 町田高Ｃ 鹿又　規秀 上原　晴香　/　北風　親花　/　舘　菜摘　/　寺井　瑞季　/　飯室　有里
8 松原高B 根岸　匡己 小林　ひなた　/　清水　亜真音　/　尾形　菜奈　/　小山　美樹　/千住　幸瑚
9 啓明学園高 浅羽　健 二階堂　絢子　/　勝田　真唯　/　小池　美月　/　梶山　絢加　/　山村　莉子　
10 小平高Ｃ 田中　啓太 冨田　こころ　/　太田　恵　/　山内　麻央　/　加藤　詩依奈　/　奥村　美月
11 葛西南高B 高瀬　智洋 大木　美歩　/　荒井　純愛　/　有本　鈴音　/　筒井　千捺
12 国士舘高 綿貫　陽一 安保　千春　/　藤原　幸子　/　高橋　舞　/　成瀬　茉央
13 昭和第一学園高A 鈴木　勝彦 遠藤　綾香　/　武田　知佳　/　今井　絢菜　/　酒井　桃香/　脇谷　風花
14 中央大高B 上井　恒毅 増井　さくら　/　安永　彩乃　/　吉岡　南海　/　土門　里紗　/　江蔵　瑠美
15 八王子東高Ｄ 赤崎　伸一 柴田　真悠　/　平石　聖菜　/　神字　里菜　/　鎌田　実花　/　浅井　千佳
16 青山学院高Ａ 高橋　美智江 吉田　裕美子　/　椎名　かれん　/　山中　十桃代　/　三鶴　真綺　/　内沼　萌
1 女子学院高 杉本　奈々 多田　眞由香　/　伊藤　真梨　/　染谷　実佳　/　古澤　綾子　/　中村　有沙
2 明大明治高E 本橋　宏之 井上　潮音　/　荒川　美穂　/　中山　優菜　/　若松　碧波　/　木村　華
3 青山学院高Ｃ 高橋　美智江 小野　りさ　/　高橋　仁奈　/　上島　綺夏　/　邊見　奈緒
4 昭和第一学園高B 鈴木　勝彦 永野　杏奈　/　鈴木　映穂　/　土居　澪奈　/　久保　花鈴　/　横山　友紀
5 大東学園高 高田　祐作 小坂　亜寿香　/　長谷　優　/　落合　結友　/　室田　あおい
6 深沢高Ｂ 今井　陽一 若井　優里亜　/　関川　祐生　/　松田　麻那　/　金澤　伊吹
7 立川国際高Ｂ 真佐　宣勝 熊田　悠　/　石田　梨乃　/　大迫　佳奈　/　勝又　唯花　/　永吉　理乃
8 青山高A 山下　詩織 續池　リオン　/　吉永　日南子　/　藤本　紫乃　/　石井　南
9 品川女子学院高Ａ 荒井　孝弘 野口　真愛　/　見浪　花梨　/　津島　志央里　/　赤星　侃歩
10 国立高Ｂ 野間　明 細谷　綾乃　/　東　和香菜　/　小山　奈実　/　齋藤　真由　/　中村　結寧
11 上水高B 宮崎　大一 飯田　愛美　/　井坂　彩乃　/  水原　彩華　/　中村　真奈
12 広尾学園高 森　善朗 吉澤　真由　/　米山　古都里　/　浅山　さくら　/　森元　万里　/　渡邉　結希
13 下北沢成徳高 落合　信臣 岡部　杏菜　/　加藤　怜奈　/　バルカツ　梨舞　/　御手洗　晴香　/　荒井　陽代李
14 松原高C 根岸　匡己 岡田　江里菜　/　下谷田　茉弥　/　松田　麻有里　/　吉田　夏海
15 八王子東高Ｅ 赤崎　伸一 門倉　菜々子　/　中出　遥　/　沢田　万里菜　/　諸田　歩　/　北村　穂香
16 晃華学園高Ａ 塚形　侑生 平野　椋子　/　玉水　美穂　/　片岡　海緒　/　瀧田　真優奈
1 香蘭女学院高Ａ 佐藤　寿美 岩崎　乃野　/　羽貝　美香　/　平元　りさ　/　村澤　玲実　/　盛田　彩音
2 雪谷高Ｄ 田島　有希子 小林　桃子　/　萩原　知子　/　杉山　莉世　/　溝渕　稀子
3 武蔵野北高B 船木　克多郎 杉山　七海　/　中村　萌美　/　山内　裕々　/　山下　汐莉　/渡邉　紗耶加
4 府中西高Ｂ 宮尾　憲輔 野村　萌々子　/　佐藤　詩織　/　塩津　葉月　/　松野　優香
5 中央学院大中央高 旭　謙司 山仲　瞬吏　/　安藤　恵里香　/　近藤　佑季菜　/　山木　珠莉　/　野口　奈美恵
6 桜修館高B 嶺　直利 髙山　美幸　/　鈴木　かのん　/　駄場　真依子　/　中村　華恵　/　前多　仁衣奈　
7 晃華学園高C 塚形　侑生 前田　明咲妃　/　中田　早紀　/　大田　杏優　/　濱田　絢希
8 立川国際高A 真佐　宣勝 村上　真央　/　桑山　萌子　/　佐藤　卯夏　/　霜鳥　安奈　/　林　真央
9 明治学院東村山高A 大内　俊介 宮南　百花　/　小山　優奈　/　新井　果歩　/　佐藤　芽奈
10 八王子東高Ｃ 赤崎　伸一 中田　咲良　/　宮脇　彩寧　/　松本　陽菜　/　渋谷　日和　/　井上　晏菜
11 美原高B 池田　真紀 野口　栞菜　/　池島　彩音　/　関廣　ちか　/　湧川　春花　/　竹澤　穂乃佳
12 上野学園高 梅田　公輔 長田　早智子　/　川上　紗英　/　澤村　明香里　/　南本　ちひろ　/　大川　菜々
13 明大明治高Ｂ 本橋　宏之 中原　望来　/　横田　奈々　/　小池　麻未　/　嵯峨　果純　/　尾崎　眞理佳
14 国立高C 野間　明 小西　杏実　/　赤堀　真菜　/　本島　千咲　/　田原　麻依子
15 青山高D 山下　詩織 喜田　深晴　/　後藤　菜々　/　加藤　利晏　/　坂井　彩夏　/　佐藤　葵
16 松原高A 根岸　匡己 柴垣　夏海　/　竹村　美咲　/　泉田　夏美　/　福田　千夏

G

H

I

F

2/2


