
都道府県内 ふりがな 都道府県内 ふりがな

順位 出場チーム名 順位 出場チーム名
さっぽろやまのてこうとうがっこう よっかいちめりのーるがくいんこうとうがっこう

札幌山の手高等学校 四日市メリノール学院高等学校
らくのうがくえんだいがくふぞくとわのもりさんあいこうとうがっこう おうみきょうだいしゃこうとうがっこう

酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 近江兄弟社高等学校
しばたがくえんだいがくふぞくしばたがくえんこうとうがっこう きょうとせいかがくえんこうとうがっこう

柴田学園大学附属柴田学園高等学校 京都精華学園高等学校
はちのへがくいんこうせいこうとうがっこう きょうとりょうようこうとうがっこう

八戸学院光星高等学校 京都両洋高等学校
もりおかしらゆりがくえんこうとうがっこう おおさかくんえいじょがくいんこうとうがっこう

盛岡白百合学園高等学校 大阪薫英女学院高等学校
せいわがくえんこうとうがっこう おおさかとういんこうとうがっこう

聖和学園高等学校 大阪桐蔭高等学校
けんりつゆざわしょうほくこうとうがっこう おおさかたいいくだいがくなみしょうこうとうがっこう

県立湯沢翔北高等学校 大阪体育大学浪商高等学校 (*)
けんりつやまがたちゅうおうこうとうがっこう さんだしょうせいこうとうがっこう

県立山形中央高等学校 三田松聖高等学校
ふくしまとうりょうこうとうがっこう ならぶんかこうとうがっこう

福島東稜高等学校 奈良文化高等学校
つちうらにほんだいがくこうとうがっこう わかやましんあいこうとうがっこう

土浦日本大学高等学校 和歌山信愛高等学校
やいたちゅうおうこうとうがっこう とっとりじょうほくこうとうがっこう

矢板中央高等学校 (*) 鳥取城北高等学校
きりゅうしりつしょうぎょうこうとうがっこう けんりつまつえしょうぎょうこうとうがっこう

桐生市立商業高等学校 県立松江商業高等学校
さいたまさかえこうとうがっこう くらしきすいしょうこうとうがっこう

埼玉栄高等学校 倉敷翠松高等学校
ちばけいざいだいがくふぞくこうとうがっこう けんりつひろしまみなみこうとうがっこう

千葉経済大学附属高等学校 県立広島皆実高等学校
かしわしりつかしわこうとうがっこう しみずがおかこうとうがっこう

柏市立柏高等学校 清水ケ丘高等学校 (*)
みょうじょうがくえんこうとうがっこう けんりつとくやましょうこうこうとうがっこう

明星学園高等学校 県立徳山商工高等学校
とうきょうせいとくだいがくこうとうがっこう けんりつとみおかひがしこうとうがっこう

東京成徳大学高等学校 県立富岡東高等学校
やくもがくえんこうとうがっこう けんりつたかまつみなみこうとうがっこう

八雲学園高等学校 県立高松南高等学校
くげぬまこうとうがっこう せいかたりながくえんこうとうがっこう

鵠沼高等学校 聖カタリナ学園高等学校
にほんこうくうこうとうがっこう さいびこうとうがっこう

日本航空高等学校 済美高等学校
とうかいだいがくふぞくすわこうとうがっこう けんりつおこうこうとうがっこう

東海大学付属諏訪高等学校 県立岡豊高等学校
かいしこくさいこうとうがっこう とうかいだいがくふぞくふくおかこうとうがっこう

開志国際高等学校 東海大学付属福岡高等学校
りゅうこくとやまこうとうがっこう ふくおかだいがくふぞくわかばこうとうがっこう

龍谷富山高等学校 福岡大学附属若葉高等学校
おおとりがくえんこうとうがっこう さがせいわこうとうがっこう

鵬学園高等学校 佐賀清和高等学校
けんりつつばたこうとうがっこう けんりつながさきにしこうとうがっこう

県立津幡高等学校 県立長崎西高等学校
けんりつあすわこうとうがっこう けいせいこうとうがっこう

県立足羽高等学校 慶誠高等学校
ぎふじょしこうとうがっこう おおいたこうとうがっこう

岐阜女子高等学校 大分高等学校
はままつかいせいかんこうとうがっこう けんりつこばやしこうとうがっこう

浜松開誠館高等学校 県立小林高等学校
おうかがくえんこうとうがっこう かごしまこうとうがっこう

桜花学園高等学校 鹿児島高等学校
あんじょうがくえんこうとうがっこう けんりつにしはらこうとうがっこう

安城学園高等学校 県立西原高等学校

(注) 学校名のあとに (*) のあるチームは初出場校を示しています。
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女子出場校

No. 都道府県名 No. 都道府県名

1 北海道 31 三重県 1位

2 北海道 32 滋賀県

1位

2位

3 青森県 33 京都府

4 青森県 34 京都府

1位

2位

5 岩手県 35 大阪府

6 宮城県 36 大阪府

1位

1位

7 秋田県 37 大阪府

8 山形県 38 兵庫県

1位

1位

9 福島県 39 奈良県

10 茨城県 40 和歌山県

1位

1位

11 栃木県 41 鳥取県

12 群馬県 42 島根県

1位

1位

13 埼玉県 43 岡山県

14 千葉県 44 広島県

1位

1位

15 千葉県 45 広島県

16 東京都 46 山口県

2位

1位

17 東京都 47 徳島県

18 東京都 48 香川県

2位

3位

19 神奈川県 49 愛媛県

20 山梨県 50 愛媛県

1位

１位

24 石川県 54 佐賀県

1位

1位

21 長野県 51 高知県

22 新潟県 52 福岡県

1位

1位

30 愛知県 60 沖縄県

1位

2位

27 岐阜県 57 大分県

28 静岡県 58 宮崎県

1位

1位

1位

1位

2位

1位

2位

29 愛知県 59 鹿児島県

25 石川県 55 長崎県

26 福井県 56 熊本県

2位

1位

23 富山県 53 福岡県

1位

1位

2位

1位

1位

1位

3位

1位

1位

1位

1位

1位

1位

1位

1位

1位

1位

1位

1位

2位

1位

1位

2位

1位


