
令和4年3月24日（木）　競技第３日目

選手名 所属名 ブロック，県 選手名 所属名 ブロック，県 開始時刻 ～ 終了時刻 開始時刻 ～ 終了時刻 開始時刻 ～ 終了時刻

1 64 女子P 準決勝 後生川　憧 熊本工業高等学校 九州 沖野　花梨 巻総合高等学校 北信越 8:00 ～ 8:05 10:00 ～ 11:00 ～

2 65 女子P 準決勝 樋川　心 青森山田高等学校 東北 𠮷田　姫菜 海南高等学校 関西 8:00 ～ 8:05 10:00 ～ ～

3 66 女子LF 準決勝 利根川　十仁 高岡第一高等学校 北信越 梅本　薫 菊華高等学校 東海 8:00 ～ 8:05 10:00 ～ ～

4 67 女子LF 準決勝 山口　栞奈 恵庭南高等学校 北海道 小山　美咲 西武台千葉高等学校 関東 8:00 ～ 8:05 10:00 ～ ～

5 68 女子F 準決勝 鈴木　美結 白鷗大学足利高等学校 関東 佐藤　優月 恵庭南高等学校 北海道 8:05 ～ 8:10 10:00 ～ ～

6 69 女子F 準決勝 髙倉　日向 浪速高等学校 関西 寺田　都姫 高志館高等学校 九州 8:05 ～ 8:10 12:00 ～

7 70 女子B 準決勝 中野　芳香 目黒日本大学高等学校 関東 長谷川　音々 青森北高等学校 東北 8:05 ～ 8:10 ～

8 71 女子B 準決勝 國府　縞鈴 開新高等学校 九州 奥村　真貴 石川県立工業高校 北信越 8:05 ～ 8:10 ～

9 72 女子L 準決勝 小林　渚沙 白鷗大学足利高等学校 関東 山﨑　亜姫 札幌工業高等学校 北海道 8:05 ～ 8:10 ～

10 73 女子L 準決勝 國府　紗鈴依 開新高等学校 九州 冨田　愛真 愛知産業大学三河高等学校 東海 8:05 ～ 8:10 ～

11 74 男子P 準決勝 定廣　征季 京都廣学館高等学校 関西 柏木　太郎 吉野川高等学校 四国 8:10 ～ 8:15 13:00 ～

12 75 男子P 準決勝 山下　心一 東福岡高等学校 九州 安食　諒哉 日本大学山形高等学校 東北 8:10 ～ 8:15 ～

13 76 男子LF 準決勝 高田　泰我 日章学園高等学校 九州 佐々木　大斗 青森山田高等学校 東北 8:10 ～ 8:15 ～

14 77 男子LF 準決勝 伊藤　千飛 興國高等学校 関西 早坂　峻 武相高等学校 関東 8:10 ～ 8:15 ～

15 78 男子F 準決勝 瀬筒　陸斗 武相高等学校 関東 岡　朱里 目黒日本大学高等学校　通信制課程 関東 8:10 ～ 8:15 14:00 ～

16 79 男子F 準決勝 村田　碧 享栄高等学校 東海 山口　瑠 興國高等学校 関西 8:10 ～ 8:15 ～

17 80 男子B 準決勝 坂井　優太 西宮香風高等学校 日連推薦 武藤　涼太 中京高等学校 東海 8:10 ～ 8:15 ～

18 81 男子B 準決勝 石山　朋毅 山形南高等学校 東北 謝花　海光 日章学園高等学校 九州 8:10 ～ 8:15 ～

19 82 男子L 準決勝 宮崎　栞 崇徳高等学校 中国 秋元　啓介 青森山田高等学校 東北 8:15 ～ 8:20 15:00 ～

20 83 男子L 準決勝 中村　斗紀 朱雀高等学校 関西 佐久本　祥吏 日章学園高等学校 九州 8:15 ～ 8:20 ～

21 84 男子LW 準決勝 大原　英斗 興國高等学校 関西 桐越　舜 札幌工業高等学校 開催県 8:15 ～ 8:20 ～

22 85 男子LW 準決勝 吉住　将丈 日章学園高等学校 九州 木場　海星 名古屋工学院専門学校高等課程 東海 8:15 ～ 8:20 ～

23 86 男子W 準決勝 梶野　翔太 興國高等学校 関西 川村　萌斗 開志学園高等学校 北信越 8:15 ～ 8:20 16:00 ～

24 87 男子W 準決勝 荻野　照平 札幌工業高等学校 開催県 浜田　実來 弘前工業高等学校 東北 8:15 ～ 8:20 ～

25 88 男子M 準決勝 市村　奏太 作新学院高等学校 関東 川渕　一統 興國高等学校 関西 8:15 ～ 8:20 ～

26 89 男子M 準決勝 頓京　正悟 名古屋工学院専門学校高等課程 東海 川端　響喜 米子高等学校 中国 8:15 ～ 8:20 ～第21試合開始後
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