
竹田　真樹 近畿 ・ 兵庫 2 佐古　香織 東海 ・ 愛知

中野　舞 藤城　みちる

井上　成美 開催地 ・ 山形 水澤　奈央 北信越 ・ 新潟

後藤　みずき 0

1
佐藤　有加

櫻田　舞香 九州 ・ 熊本 1 原口　美咲 九州 ・ 福岡

久森　美月 池田　陽香里

羽生田　優梨 東海 ・ 愛知
2 1

髙林　恵里奈 近畿 ・ 奈良

林　みなみ 2 髙場　姫菜

菊川　真利菜 四国 ・ 愛媛 浅倉　衣里 関東 ・ 埼玉

梅林　木香
1

西東　彩菜

岡田　奈央 北海道 ・ 北海道 菊池　生夢 四国 ・ 愛媛

笹山　桜 2 1 竹中　晴南

長谷川　憂華 中国 ・ 岡山 2

1

1 晴山　輝星 東北 ・ 岩手

原田　愛果 冨岡　愛樺

福田　真由子 関東 ・ 栃木
2

松本　麻奈 中国 ・ 山口

沼尾　真帆 久保　菜月

岩﨑　凜花 九州 ・ 大分 2

3

0 後藤　伊吹 北海道 ・ 北海道

藤澤　佳蓮 竹田　葵

蓮岡　若奈 近畿 ・ 大阪 大西　愛香 関東 ・ 東京

根岸　楓英奈
3

田中　瑠奈

鈴木　理奈 関東 ・ 東京 1 森　遥可 九州 ・ 鹿児島

糸井　繭菜 中島　帆乃香

森岡　輪 中国 ・ 岡山
2 1

大津　陽菜 東北 ・ 山形

石井　美々花 3 川俣　凜

宮下　夏実 北信越 ・ 福井 3

1 1

木和田　真衣 近畿 ・ 和歌山

高山　愛唯
0

花尻　風夏

向江　安美香 東海 ・ 愛知 和田　桜子 東海 ・ 三重

馬場　優希 3 﨑　杏華

高橋　明日香 関東 ・ 埼玉
2

村井　祐子 関東 ・ 東京

松井　玲奈 八木　萌花

堀越　晟来 東北 ・ 宮城
3

田川　真衣 北信越 ・ 石川

金　綾乃 0 3 宮村　優花

竹田　真樹 近畿 ・ 兵庫

中野　舞

広瀬 宝達

（ ） １
大津

16 （ ） （ ） 32

15 （ ） （ ） 31
芝東 千代田女学園

14 （ ） （ ） 30
東郷 有馬

13 （ ） （ ） 29
武生第六 緑丘

12 （ ） （ ） 28
就実 山形第九

11 （ ） （ ） 27
泉 垂水中央

10 （ ） （ ） 26
昇陽 文大杉並

9 （ ） （ ） 25
神崎 安平追分

8 （ ） （ ） 24
今市 岩国

7 （ ） （ ） 23
山陽女子 滝沢

6 （ ） （ ） 22
静内第三 北郷

5 （ ） （ ） 21
北郷 戸塚

4 （ ） （ ） 20
春木 榛原

3 （ ） （ ） 19
宇土鶴城 下山門

2 （ ） （ ） 18
山形第五 築地
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1 （ ） （ ） 17
大津 加木屋



吉本　珠李 中国 ・ 岡山 真木　祐梨菜 四国 ・ 愛媛

立花　さくら
1

村上　乃愛

竹松　和加葉 四国 ・ 高知 冨澤　侑華 東海 ・ 三重

大久保　雪乃 1

2

1 菊山　仁菜

木原　那菜 近畿 ・ 和歌山 3 小竹　花 中国 ・ 鳥取

木原　恵菜 川田　季和

嵐　美月 関東 ・ 埼玉
3

上野　小町 近畿 ・ 大阪

矢作　舞彩 3 吉田　澪奈

万野　由莉嘉 九州 ・ 福岡 2 髙梨　春花 東北 ・ 山形

溝江　伊桜
1

三宅　亜依

山崎　綾乃 北信越 ・ 石川 平川　瞭香 九州 ・ 宮崎

藤岡　佑衣 0 村橋　真央

藤木　美玖 関東 ・ 東京
3

土屋　莉子 関東 ・ 東京

南　歩果 原島　百合香

石井　杏奈 東北 ・ 福島
0

上坂　真優 北信越 ・ 福井

石田　恵美莉 2 0 川﨑　海奈

藤田　葵 近畿 ・ 大阪
3

奈良　皐 東海 ・ 静岡

岡田　留奈
3 1

小林　麻衣

黒坂　彩江 関東 ・ 埼玉 熊谷　実優 北海道 ・ 北海道

井上　円 2

1

1 古園　愛唯

陣竹　はな 九州 ・ 佐賀 1 久保田　茜 関東 ・ 群馬

峰下　はづき 小池	 	 優奈帆

田川　美怜 東海 ・ 三重 野尻　萌果 九州 ・ 大分

岡田　未来 2 河野　涼夏

鈴木　優美 関東 ・ 神奈川
2 2

岩﨑　彩 近畿 ・ 和歌山

冨澤　采加 大塚　玲香

佐藤　真奈美 四国 ・ 香川 岡野　萌々子 中国 ・ 広島

平井　陽菜 1 1 丸本　亜耶

畠山　志穏 東北 ・ 秋田
3

斎藤　琉那 開催地 ・ 山形

菊地　捺央 本田　菜月

工藤　亜純 北海道 ・ 北海道
3 1

小林　愛美 関東 ・ 埼玉

田中　望夢 2 1 飯塚　優夏

山崎　綾乃 北信越 ・ 石川

藤岡　佑衣 1
38 （ ）

48 （ ）

中能登

（ ） 64
江別大麻東 芝東

47 （ ） （ ） 63
二ツ井 余目

46 （ ） （ ） 62
多度津 修大附鈴峯

45 （ ） （ ） 61
鎌倉第二 和歌山信愛

44 （ ） （ ） 60
有馬 野津

43 （ ） （ ） 59
多良 赤堀

42 （ ） （ ） 58
芝東 安平追分

41 （ ） （ ） 57
昇陽 富士宮第三

40 （ ） （ ） 56
西郷第一 武生第六

39 （ ） （ ） 55
千代田女学園 稲城第三

38 （ ） （ ） 54
中能登 高崎

37 （ ） （ ） 53
福岡城南 山形第五

36 （ ） （ ） 52
戸塚 昇陽

35 （ ） （ ） 51
九度山 日南

山陽女子 北郷

34 （ ） （ ） 50
東中筋 橋南
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33 （ ） （ ） 49



第 46 回全国中学校ソフトテニス大会	 女子個人戦結果	 

＜１回戦＞	 

1	 竹田	 真樹・中野	 舞ペア	 姫路市立大津中学校(兵庫)	 ④—０	 2	 井上	 成美・後藤	 みずきペア	 山形市立山形第五中学校(山形)	 

3	 櫻田	 舞香・久森	 美月ペア	 宇土市立宇土鶴城中学校(熊本)	 ④—２	 4	 羽生田	 優梨・林	 みなみペア	 東郷町立春木中学校(愛知)	 

5	 菊川	 真利菜・梅林	 木香ペア	 今治市立北郷中学校(愛媛)	 ④—２	 6	 岡田	 奈央・笹山	 桜ペア	 新ひだか町立静内第三中学校(北海道)	 

7	 長谷川	 憂華・原田	 愛果ペア	 私立山陽女子中学校(岡山)	 ２—④	 8	 福田	 真由子・沼尾	 真帆ペア	 日光市立今市中学校(栃木)	 

9	 岩﨑	 凜花・藤澤	 佳蓮ペア	 大分市立神崎中学校(大分)	 ２—④	 10	 蓮岡	 若奈・根岸	 楓英奈ペア	 淀之水学院昇陽中学校(大阪)	 

11	 鈴木	 理奈・糸井	 繭菜ペア	 青梅市立泉中学校(東京)	 １—④	 12	 森岡	 輪・石井	 美々花ペア	 私立就実中学校(岡山)	 

13	 宮下	 夏実・高山	 愛唯ペア	 越前市武生第六中学校(福井)	 ３—④	 14	 向江	 安美香・馬場	 優希ペア	 東郷町立東郷中学校(愛知)	 

15	 高橋	 明日香・松井	 玲奈ペア	 川口市立芝東中学校(埼玉)	 ④—０	 16	 堀越	 晟来・金	 綾乃ペア	 仙台市立広瀬中学校(宮城)	 

17	 佐古	 香織・藤城	 みちるペア	 東海市立加木屋中学校(愛知)	 ２—④	 18	 水澤	 奈央・佐藤	 有加ペア	 胎内市立築地中学校(新潟)	 

19	 原口	 美咲・池田	 陽香里ペア	 福岡市立下山門中学校(福岡)	 １—④	 20	 髙林	 恵里奈・髙場	 姫菜ペア	 宇陀市立榛原中学校(奈良)	 

21	 浅倉	 衣里・西東	 彩菜ペア	 川口市立戸塚中学校(埼玉)	 ④—１	 22	 菊池	 生夢・竹中	 晴南ペア	 今治市立北郷中学校(愛媛)	 

23	 晴山	 輝星・冨岡	 愛樺ペア	 滝沢市立滝沢中学校(岩手)	 １—④	 24	 松本	 麻奈・久保	 菜月ペア	 岩国市立岩国中学校(山口)	 

25	 後藤	 伊吹・竹田	 葵ペア	 安平町立追分中学校(北海道)	 	 ０—④	 26	 大西	 愛香・田中	 瑠奈ペア	 私立文大杉並中学校(東京)	 

27	 森	 遥可・中島	 帆乃香ペア	 垂水市立垂水中央中学校(鹿児島)	 ④—３	 28	 大津	 陽菜・川俣	 凜ペア	 山形市立山形第九中学校(山形)	 

29	 木和田	 真衣・花尻	 風夏ペア	 新宮市立緑丘中学校(和歌山)	 ④—３	 30	 和田	 桜子・﨑	 杏華ペア	 熊野市立有馬中学校(三重)	 

31	 村井	 祐子・八木	 萌花ペア	 私立千代田女学園中学校(東京)	 ④—３	 32	 田川	 真衣・宮村	 優花ペア	 宝達志水町立宝達中学校(石川)	 

33	 吉本	 珠李・立花	 さくらペア	 私立山陽女子中学校(岡山)	 ④—１	 34	 竹松	 和加葉・大久保	 雪乃ペア	 四万十市立東中筋中学校(高知)	 

35	 木原	 那菜・木原	 恵菜ペア	 九度山町立九度山中学校(和歌山)	 ④—３	 36	 嵐	 美月・矢作	 舞彩ペア	 川口市立戸塚中学校(埼玉)	 

37	 万野	 由莉嘉・溝江	 伊桜ペア	 福岡市立福岡城南中学校(福岡)	 ２—④	 38	 山崎	 綾乃・藤岡	 佑衣ペア	 中能登町立中能登中学校(石川)	 

39	 藤木	 美玖・南	 歩果ペア	 私立千代田女学園中学校(東京)	 ④—２	 40	 石井	 杏奈・石田	 恵美莉ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 

41	 藤田	 葵・岡田	 留奈ペア	 淀之水学院昇陽中学校(大阪)	 ④—２	 42	 黒坂	 彩江・井上	 円ペア	 川口市立芝東中学校(埼玉)	 

43	 陣竹	 はな・峰下	 はづきペア	 太良町立多良中学校(佐賀)	 １—④	 44	 田川	 美怜・岡田	 未来ペア	 熊野市立有馬中学校(三重)	 

45	 鈴木	 優美・冨澤	 采加ペア	 鎌倉市立鎌倉第二中学校(神奈川)	 ④—１	 46	 佐藤	 真奈美・平井	 陽菜ペア	 多度津町立多度津中学校(香川)	 



47	 畠山	 志穏・菊地	 捺央ペア	 能代市立二ツ井中学校(秋田)	 ④—２	 48	 工藤	 亜純・田中	 望夢ペア	 江別市立江別大麻東中学校(北海道)	 

49	 真木	 祐梨菜・村上	 乃愛ペア	 今治市立北郷中学校(愛媛)	 ④—１	 50	 冨澤	 侑華・菊山	 仁菜ペア	 津市立橋南中学校(三重)	 

51	 小竹	 花・川田	 季和ペア	 日南町立日南中学校(鳥取)	 ３—④	 52	 上野	 小町・吉田	 澪奈ペア	 淀之水学院昇陽中学校(大阪)	 

53	 髙梨	 春花・三宅	 亜依ペア	 山形市立山形第五中学校(山形)	 ④—０	 54	 平川	 瞭香・村橋	 真央ペア	 都城市立高崎中学校(宮崎)	 

55	 土屋	 莉子・原島	 百合香ペア	 稲城市立稲城第三中学校(東京)	 ④—０	 56	 上坂	 真優・川﨑	 海奈ペア	 越前市武生第六中学校(福井)	 

57	 奈良	 皐・小林	 麻衣ペア	 富士宮市立富士宮第三中学校(静岡)	 ④—１	 58	 熊谷	 実優・古園	 愛唯ペア	 安平町立追分中学校(北海道)	 

59	 久保田	 茜・小池	 	 優奈帆ペア	 伊勢崎市立赤堀中学校(群馬)	 ④—２	 60	 野尻	 萌果・河野	 涼夏ペア	 臼杵市立野津中学校(大分)	 

61	 岩﨑	 彩・大塚	 玲香ペア	 私立和歌山信愛中学校(和歌山)	 ④—１	 62	 岡野	 萌々子・丸本	 亜耶ペア	 私立修大附鈴峯中学校(広島)	 

63	 斎藤	 琉那・本田	 菜月ペア	 庄内町立余目中学校(山形)	 ④—１	 64	 小林	 愛美・飯塚	 優夏ペア	 川口市立芝東中学校(埼玉)	 

＜２回戦＞	 

1	 竹田	 真樹・中野	 舞ペア	 姫路市立大津中学校(兵庫)	 ④—２	 	 3	 櫻田	 舞香・久森	 美月ペア	 宇土市立宇土鶴城中学校(熊本)	 

5	 菊川	 真利菜・梅林	 木香ペア	 今治市立北郷中学校(愛媛)	 	 １—④	 8	 福田	 真由子・沼尾	 真帆ペア	 日光市立今市中学校(栃木)	 

10	 蓮岡	 若奈・根岸	 楓英奈ペア	 淀之水学院昇陽中学校(大阪)	 ④—２	 	 12	 森岡	 輪・石井	 美々花ペア	 私立就実中学校(岡山)	 

14	 向江	 安美香・馬場	 優希ペア	 東郷町立東郷中学校(愛知)	 	 ０—④	 15	 高橋	 明日香・松井	 玲奈ペア	 川口市立芝東中学校(埼玉)	 

18	 水澤	 奈央・佐藤	 有加ペア	 胎内市立築地中学校(新潟)	 ④—１	 	 20	 髙林	 恵里奈・髙場	 姫菜ペア	 宇陀市立榛原中学校(奈良)	 

21	 浅倉	 衣里・西東	 彩菜ペア	 川口市立戸塚中学校(埼玉)	 ④—２	 	 24	 松本	 麻奈・久保	 菜月ペア	 岩国市立岩国中学校(山口)	 

26	 大西	 愛香・田中	 瑠奈ペア	 私立文大杉並中学校(東京)	 ④—１	 	 27	 森	 遥可・中島	 帆乃香ペア	 垂水市立垂水中央中学校(鹿児島)	 

29	 木和田	 真衣・花尻	 風夏ペア	 新宮市立緑丘中学校(和歌山)	 	 ④—３	 31	 村井	 祐子・八木	 萌花ペア	 私立千代田女学園中学校(東京)	 

33	 吉本	 珠李・立花	 さくらペア	 私立山陽女子中学校(岡山)	 ④—３	 	 35	 木原	 那菜・木原	 恵菜ペア	 九度山町立九度山中学校(和歌山)	 

38	 山崎	 綾乃・藤岡	 佑衣ペア	 中能登町立中能登中学校(石川)	 ④—０	 	 39	 藤木	 美玖・南	 歩果ペア	 私立千代田女学園中学校(東京)	 

41	 藤田	 葵・岡田	 留奈ペア	 淀之水学院昇陽中学校(大阪)	 	 ３—④	 44	 田川	 美怜・岡田	 未来ペア	 熊野市立有馬中学校(三重)	 

45	 鈴木	 優美・冨澤	 采加ペア	 鎌倉市立鎌倉第二中学校(神奈川)	 	 ④—３	 47	 畠山	 志穏・菊地	 捺央ペア	 能代市立二ツ井中学校(秋田)	 

49	 真木	 祐梨菜・村上	 乃愛ペア	 今治市立北郷中学校(愛媛)	 	 １—④	 52	 上野	 小町・吉田	 澪奈ペア	 淀之水学院昇陽中学校(大阪)	 

53	 髙梨	 春花・三宅	 亜依ペア	 山形市立山形第五中学校(山形)	 １—④	 	 55	 土屋	 莉子・原島	 百合香ペア	 稲城市立稲城第三中学校(東京)	 

57	 奈良	 皐・小林	 麻衣ペア	 富士宮市立富士宮第三中学校(静岡)	 	 １—④	 59	 久保田	 茜・小池	 	 優奈帆ペア	 伊勢崎市立赤堀中学校(群馬)	 

61	 岩﨑	 彩・大塚	 玲香ペア	 私立和歌山信愛中学校(和歌山)	 ④—１	 	 63	 斎藤	 琉那・本田	 菜月ペア	 庄内町立余目中学校(山形)	 



＜３回戦＞	 

1	 竹田	 真樹・中野	 舞ペア	 姫路市立大津中学校(兵庫)	 ④—１	 	 8	 福田	 真由子・沼尾	 真帆ペア	 日光市立今市中学校(栃木)	 

10	 蓮岡	 若奈・根岸	 楓英奈ペア	 淀之水学院昇陽中学校(大阪)	 ④—２	 	 15	 高橋	 明日香・松井	 玲奈ペア	 川口市立芝東中学校(埼玉)	 

18	 水澤	 奈央・佐藤	 有加ペア	 胎内市立築地中学校(新潟)	 １—④	 	 21	 浅倉	 衣里・西東	 彩菜ペア	 川口市立戸塚中学校(埼玉)	 

26	 大西	 愛香・田中	 瑠奈ペア	 私立文大杉並中学校(東京)	 ３—④	 	 29	 木和田	 真衣・花尻	 風夏ペア	 新宮市立緑丘中学校(和歌山)	 

33	 吉本	 珠李・立花	 さくらペア	 私立山陽女子中学校(岡山)	 	 ２—④	 38	 山崎	 綾乃・藤岡	 佑衣ペア	 中能登町立中能登中学校(石川)	 

44	 田川	 美怜・岡田	 未来ペア	 熊野市立有馬中学校(三重)	 １—④	 	 45	 鈴木	 優美・冨澤	 采加ペア	 鎌倉市立鎌倉第二中学校(神奈川)	 

52	 上野	 小町・吉田	 澪奈ペア	 淀之水学院昇陽中学校(大阪)	 	 ④—３	 55	 土屋	 莉子・原島	 百合香ペア	 稲城市立稲城第三中学校(東京)	 

59	 久保田	 茜・小池	 	 優奈帆ペア	 伊勢崎市立赤堀中学校(群馬)	 	 ④—３	 61	 岩﨑	 彩・大塚	 玲香ペア	 私立和歌山信愛中学校(和歌山)	 

＜４回戦＞	 

1	 竹田	 真樹・中野	 舞ペア	 姫路市立大津中学校(兵庫)	 ④—１	 10	 蓮岡	 若奈・根岸	 楓英奈ペア	 淀之水学院昇陽中学校(大阪)	 

21	 浅倉	 衣里・西東	 彩菜ペア	 川口市立戸塚中学校(埼玉)	 ④—１	 	 29	 木和田	 真衣・花尻	 風夏ペア	 新宮市立緑丘中学校(和歌山)	 

38	 山崎	 綾乃・藤岡	 佑衣ペア	 中能登町立中能登中学校(石川)	 ④—２	 	 45	 鈴木	 優美・冨澤	 采加ペア	 鎌倉市立鎌倉第二中学校(神奈川)	 

52	 上野	 小町・吉田	 澪奈ペア	 淀之水学院昇陽中学校(大阪)	 	 ④—２	 59	 久保田	 茜・小池	 	 優奈帆ペア	 伊勢崎市立赤堀中学校(群馬)	 

＜準決勝＞	 

1	 竹田	 真樹・中野	 舞ペア	 姫路市立大津中学校(兵庫)	 ④—３	 	 21	 浅倉	 衣里・西東	 彩菜ペア	 川口市立戸塚中学校(埼玉)	 

38	 山崎	 綾乃・藤岡	 佑衣ペア	 中能登町立中能登中学校(石川)	 ④—３	 	 52	 上野	 小町・吉田	 澪奈ペア	 淀之水学院昇陽中学校(大阪)	 

＜決勝＞	 

1	 竹田	 真樹・中野	 舞ペア	 姫路市立大津中学校(兵庫)	 ④—１	 	 38	 山崎	 綾乃・藤岡	 佑衣ペア	 中能登町立中能登中学校(石川)	 

	 

優	 勝	 	 1	 竹田	 真樹・中野	 	 舞	 ペア	 姫路市立大津中学校	 	 (兵庫)	 

準優勝	 38	 山崎	 綾乃・藤岡	 佑衣ペア	 中能登町立中能登中学校(石川)	 

第３位	 21	 浅倉	 衣里・西東	 彩菜ペア	 川口市立戸塚中学校	 	 (埼玉)	 

第３位	 52	 上野	 小町・吉田	 澪奈ペア	 淀之水学院昇陽中学校	 (大阪)	 

	 


	女子個人ドロー決定
	女子個人戦結果
	OLE_LINK12
	OLE_LINK11
	OLE_LINK22
	OLE_LINK21
	OLE_LINK48
	OLE_LINK47
	OLE_LINK24
	OLE_LINK23
	OLE_LINK54
	OLE_LINK53
	OLE_LINK36
	OLE_LINK35
	OLE_LINK9
	OLE_LINK10
	OLE_LINK50
	OLE_LINK49
	OLE_LINK8
	OLE_LINK7
	OLE_LINK30
	OLE_LINK29
	OLE_LINK44
	OLE_LINK43
	OLE_LINK64
	OLE_LINK63
	OLE_LINK16
	OLE_LINK15
	OLE_LINK38
	OLE_LINK37
	OLE_LINK32
	OLE_LINK31
	OLE_LINK42
	OLE_LINK41
	OLE_LINK62
	OLE_LINK61
	OLE_LINK66
	OLE_LINK65
	OLE_LINK78
	OLE_LINK77
	OLE_LINK86
	OLE_LINK85
	OLE_LINK90
	OLE_LINK89
	OLE_LINK88
	OLE_LINK87
	OLE_LINK96
	OLE_LINK95
	OLE_LINK98
	OLE_LINK97


