
 

第２１回全国高校定通大会個人戦 令和元年８月１５日－１８日 小田原アリーナ
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久米田 聖夜 （目黒日本大学・東京）

加藤 郁哉 （大府・愛知）

横山 俊介 （尼崎市立琴ノ浦・兵庫）

井上 翔太 （開陽（通）・鹿児島）

菅原 昂紀 （大野・福井）

佐々木秦耶 （横手・秋田）

後藤 大輝 （清凌・岐阜）

屋部 孝之 （北部農林・沖縄）

野田 健史 （西・広島）

瀬野 善史 （東舞鶴 浮島分校・京都）

酒井 祐介 （保原・福島）

加藤 康汰 （大宮中央（通）・埼玉）

松﨑 遥也 （星槎国際・福岡）

横山 晴大 （高知北・高知）

石川 勝也 （韮崎・山梨）

谷口 遥斗 （雄峰・富山）

横尾 翔太 （一関第一・岩手）

福田 善海 （八洲学園・大阪）

武田 清敬 （北海道札幌月寒・北海道）

程内 龍也 （富島・宮崎）

樽尾 征弥 （徳島中央・徳島）

藤本 拓実 （高梁市立松山・岡山）

田中 麻生 （日高・和歌山）

佐藤 澪央 （秀英・神奈川）

宮原 直也 （下関西・山口）

細井 朱里人 （相模向陽館・神奈川）

成田 孝亮 （天理・奈良）

塩宮 海斗 （湧心館・熊本）

濱中 龍生 （堀之内・新潟）

石岡 大典 （尾上総合・青森）

太田 柾貴 （生浜・千葉）

吉岡 哲也 （倉吉東・鳥取）

箱山 翔太 （東御清翔・長野）

齋 藤 楓 （第二工業・宮城）

藤下 明樹 （三木・香川）

後藤 龍心 （北星・三重）

柳原 竜馬 （前橋工業・群馬）

池田 亘希 （爽風館・大分）

小原 輝幸 （宍道・島根）

菅原 豊 （鶴岡工業・山形）

新濃 匠海 （荻窪 ・東京）

増 田 駿 （綾羽・滋賀）

東田 大悟 （金沢中央・石川）

金子 弥祿 （水戸南・茨城）

井手内 翔大 （松山工業・愛媛）

村川 央和 （佐世保中央・長崎）

河合 健晋 （笹田向陽台・静岡）

内田 達也 （学悠館・栃木）

野口 紫陽 （こころ未来・長崎）

永井 慎吾 （横浜総合・神奈川）

伊達 和也 （徳島科学技術・徳島）

江藤 甫亨 （富島・宮崎）

井 川 秀 （大宮中央・埼玉）

荒川 大空 （丸岡・福井）

長谷川 刀麻 （ＮＨＫ学園・東京）

柿木 慶将 （開陽・鹿児島）

土江 翼 （宍道 （通）・島根）

檜山 茉那弥 （北斗・青森）

渡辺 竜叶 （ぎふ国際・岐阜）

福井 優陽 （飾磨工業・兵庫）

伊庭 新 （天理・奈良）

及川 士温 （川﨑市立川崎・神奈川）

戸前 千都生 （金沢中央・石川）

樋上 雅治 （高梁市立松山・岡山）

舘野 大地 （前橋清陵・群馬）

山城 昭人 （郡山萌世・福島）

加藤 瀬名 （浜松大平台・静岡）

山内 匠海 （向陽台・大阪）

秀平 来飛 （高知北・高知）

竹岡 龍我 （飛鳥未来・北海道）

河城 雄高 （三原・広島）

大山 太陽 （翔洋学園・茨城）

酒井 佑介 （爽風館（通）・大分）

江 田 豊 （岩国商業 東分校・山口）

小木曽 聖 （霞城学園（通）・山形）

青木 龍雅 （南紀・和歌山）

Ｋａｎｄｅｌ Ｒａｇｈｕ （船橋・千葉）

三方 皓介 （名古屋市立中央・愛知）

星野 桃馬 （堀之内・新潟）

岡田 翔希 （綾羽・滋賀）

齊藤 真斗 （甲府工業・山梨）

小松 利也 （博多青松（通）・福岡）

大原 龍二 （新居浜西・愛媛）

阿部 睦斗 （杜陵 奥州校 （通）・岩手）

金城 雄大 （仙台育英学園ＩＬＣ沖縄・沖縄）

伊藤瑞紀 （横手・秋田）

三浦 凉太郎 （松本筑摩・長野）

豊田 宏希 （観音寺第一・香川）

梶井 光輝 （向陽台・三重）

鈴木 大空 （科学技術学園 宇都宮・栃木）

伊藤 昇太 （貞山・宮城）

本田 遼太郎 （勇志国際・熊本）

佐伯 漱祐 （さくら国際 米子・鳥取）

大橋 海斗 （志貴野・富山）

森野 陸人 （網野 間人分校・京都）

田代 俊介 （厚木清南（通）・神奈川）
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本多 可奈 （博多青松 ・福岡）

爲谷 未結 （横浜総合・神奈川）

大沼 優菜 （いわき翠の杜・福島）

生出 愛美 （倉敷市立倉敷翔南・岡山）

湊 恵 美 （向陽台・大阪）

鈴木 亜希 （宇都宮商業・栃木）

伊藤 智実 （新居浜西・愛媛）

大平 茉奈 （ぎふ国際・岐阜）

金川 久留 （賀茂・広島）

臼井 さくら （中央・山梨）

鎌田 美涼 （飛鳥未来きずな・宮城）

北畠 きらり （八重山商工・沖縄）

川口 凛子 （網干（通）・兵庫）

藤原 玲那 （向陽台・三重）

髙橋 彩羅 （前橋清陵・群馬）

柳本 緋夏照 （徳島中央・徳島）

小野 さくら （盛岡中央・岩手）

安部 莉奈 （志貴野・富山）

笠田 美月 （天草・熊本）

松尾 聖華 （聖光・山口）

出口 玲寧 （綾羽・滋賀）

塩原 舞弥 （大宮中央・埼玉）

村松 友莉 （静岡中央・静岡）

内 田 葵 （鳴滝（通）・長崎）

南波 佑奈 （新潟翠江（通）・新潟）

坂本 陽香 （開陽（通）・鹿児島）

清水 美帆 （日々輝学園 横浜・神奈川）

遠藤 咲希 （北海道留寿都・北海道）

山本 きりか （高知商業・高知）

西川 教子 （天理・奈良）

竹沢 サンカ （大府・愛知）

伊藤誌真 （角館・秋田）

鉄見 智美 （米子東・鳥取）

吉岡 愛実 （ひびき・福岡）

椎名 倫音 （稔ヶ丘・東京）

長谷川 璃音 （七尾城北・石川）

國吉 麻美 （生浜・千葉）

石原 菜奈美 （宍道・島根）

中塚 華凜 （延岡青朋・宮崎）

中島 明奈 （太田第一・茨城）

三明 叶佳 （武生・福井）

髙田 春花 （東舞鶴 浮島分校・京都）

戸澤 桃香 （北斗・青森）

前島 友海 （南紀・和歌山）

長塩 華妃 （三木・香川）

武久 咲里 （爽風館（通）・大分）

清水 真実 （霞城学園（通）・山形）

白井 鈴 （東御清翔・長野）

藤原 ひかり （星槎国際・神奈川）

千代田 涼香 （博多青松 ・福岡）

谷中 里奈 （下関西・山口）

中野 心美 （久慈 長内校・岩手）

添田 明花 （さくら国際・長野）

清水 千佳 （南紀・和歌山）

松崎 彩乃 （宇都宮商業・栃木）

柴田 千優 （徳島中央・徳島）

北山 由実 （浜田・島根）

中島 優花 （前橋清陵・群馬）

野中 千佳 （爽風館・大分）

多田 優香奈 （長岡明徳・新潟）

林 茉 生 （桃谷・大阪）

畝原 玲花 （宮崎東・宮崎）

小島 愛理 （川口市立・埼玉）

石田 菜苗 （一志学園・三重）

安食 愛彩 （米子東・鳥取）

石 川 海 （横手・秋田）

安島 あかり （志貴野・富山）

井坂 咲穂 （相模向陽館・神奈川）

中田 千春 （大洲 肱川校・愛媛）

古川 幸 （尚志学園尚志・福島）

清田 愛美 （天草・熊本）

浦崎 瑞貴 （碧南・愛知）

林 かなえ （天理・奈良）

瀧元 ゆな （鶴岡南（通）・山形）

大山 千陽 （鹿児島実業（通）・鹿児島）

渡 邊 海 （井原市立・岡山）

西山 奈那 （綾羽・滋賀）

加藤 美紅 （千葉商業・千葉）

髙尾 和希 （三木・香川）

田口 彩鈴 （佐世保中央・長崎）

工藤 ひまわり （尾上総合・青森）

根本 千尋 （水戸南・茨城）

林 岬 （武生・福井）

佐野 光咲 （中央・山梨）

稲 葉 澪 （伊東・静岡）

明沼 七海 （一橋・東京）

門田 実歩 （高知北・高知）

金城 世蘭 （那覇商業・沖縄）

齊藤 玲香 （西京・京都）

野尻 あすか （大垣商業・岐阜）

中振 奈央 （クラーク記念国際・北海道）

梅野 琴乃 （東・広島）

阿髙 萌子 （博多青松（通）・福岡）

安住 麗華 （名取・宮城）

森下 舞香 （七尾城北・石川）

北 村 聖 （厚木清南・神奈川）

吉 川 愛 （農業・兵庫）

平生 百恵香 （くまもと清陵・熊本）


