
学校名 氏名 氏名 学校名

134

182 井上 みりり (桐蔭学園)

梅ヶ枝 由唯 (松陽)
8-7

(荏田) 上島 千鶴 136 8-15 181 村岡 悠貴 (大和南)

8-19

179 楳内 亜弥 (霧が丘)
6-6

(大和) 園部 未紀 135 6-14 180

(海老名)

(上矢部)

工藤 遥菜 (横須賀総合)

6-5
(追浜) 小山 貴子 130 6-12

8-21

175 猪子 美舞

東山 詩音 132 177 清水 美沙樹 (上溝南)
6-13

(平塚江南)

(湘南工科大)

8-6

(市　金沢) 鈴井 日乃 133

6-20

174

(生田東) 廣川 佳名子 128

8-18

173 泉 志希乃
8-5

(厚木西) 嘉指 智早 129

(麻溝台) 石川 仁菜 131 8-13 176 沼田 美月

6-18

178 山橋 瞳
8-14

(愛川) 竹内 未瞳

(茅ヶ崎)

(橋本) 向井 麻里子 126 171 加藤 史菜 (小田原)
6-11(横浜翠嵐) 今木 萌寧

(希望ヶ丘) 鈴木 リカ 125 8-11 170 杉山 実穂

127

6-17

172 北原 千裕 (山手学院)
6-4 8-12 (二宮)

8-10(上鶴間) 池田 有里 122

8-17

167 土屋 瑞貴 (洗足学園)

(ｻｲｴﾝｽ)
6-3

(中大附属横浜) 石阪 桜子 124 6-10 169 有友 ひかり (生田)
8-4

8-3
(岸根) 矢野 結子 123 168 漆原 葵

(湘南学院) 石垣 亜里沙 119 8-9 164 小川 結生 (湘南学園)

(柏陽) 町田 知穗 120

6-21

165 杉浦 綾音 (横浜学園)

6-9(相模原中等) 崎田 彩乃 121

6-16

8-22

166 箕輪 尚穂 (神奈川総合)

6-2

(麻生) 矢辺 真理 117 162 古谷 裕香 (橘学苑)

116
6-15

8-16

161 今 理香 (白山)
6-1 8-1

村尾 菜奈 (相模田名)(市ヶ尾) 笠原 玲杏 118

6-19
8-20

163
6-8 8-2

(相模原弥栄) 鈴木 はな 115 160 宮地 花歩 (大船)
6-7 8-8(市高津) 荒木 麻帆

(相原) 藤間 朋香 7-15 158 石森 美咲 (港北)
(東海大相模) 加藤 凜華 114 159 池末 澄香 (光明相模原)

(平塚中等) 畠山 友理子 111 156 臼井 彩純 (横浜氷取沢)

110

5-19 7-19

155 泉 舞結子 (鶴見)
5-6 7-6

113 5-15

(日本女子大附) 遠藤 南実 112 157 上村 美月 (伊志田)
5-7 7-7

(金井) 杉澤 咲 109 154 山口ユキナ (厚木北)
5-14 7-14(横浜創英) 山木 愛尋

(津久井) 髙橋 蒼璃

(鶴嶺) 中嶋 亜依 108 153 永井 紗莉 (相洋)

107 5-13 7-13 152 吉村 清花 (青学英和)

(県横須賀) 青柳 花菜子 105 150 吉澤 里穂 (向上)

104

5-18 7-18

149 杉山 卯沙子 (市　戸塚)
5-4 7-4

佐竹 葵 (深沢)(光陵) 佐藤 亜香里 106

5-21 7-21

151
5-5 7-5

(秦野) 伊藤 蘭 103 148 森澤 琴乃 (横浜隼人)

5-12 7-12(川和) 忠保 春奈

145 藤波 知花 (横浜平沼)
5-3 7-3

(麻布大附) 矢澤 和花

(横浜) 小田 朱里 102 147 小林 千夏 (神奈川大附)

101 5-11 7-11 146 長倉 帆花 (座間)

142 小林 未愛 (立花学園)

5-10 7-10(県鎌倉) 山田 千乃 98

5-17 7-17

143 火物 愛美 (関東学院)
5-2 7-2

(法政第二) 片岡 恵 99 144 坂江 和季 (横須賀大津)

(多摩) 藤川 樹里 100

5-16 7-16

7-9
(旭) 穗坂 南海 96

(高浜)
(桐光学園) 中村 心咲 95

5-20 7-20

140 岩田 七美 (足柄)
5-9

141 小川 梨乃 (相模原)

(市橘) 中郡 愛可 97

5-22 7-22

令和３年度 第59 回神奈川県高等学校総合体育大会剣道競技
兼 第68 回全国高等学校総合体育大会剣道競技 神奈川県予選会

令和３年５月２2日（土）海老名総合体育館

(横浜商大) 木内 優希 92 137 海野 美帆 (日大)
5-8 138 串橋 茉奈 (平塚学園)

５-1 7-1
(藤沢西) 山口 莉央 94 139 國見 柚夏

7-8(大磯) 山口 優美 93


