
的立 選手名 学年 学校名 県名 的立 選手名 学年 学校名 県名

　１－Ａ 德本　愛 2 八代清流 熊本 １１－Ａ 渡辺　梨瑚 2 延岡星雲 宮﨑

　１－Ｂ 梅本　百合 2 帝塚山学院 大阪 １１－Ｂ 坂部　梨里花 2 宮代 埼玉

　１－Ｃ 勝本　由奈 1 松山東雲 愛媛 １１－Ｃ 濱川　陽菜 1 西京 山口

　１－Ｄ 岩間　由季 2 甲府城西 山梨 １１－Ｄ 星野　爽来 2 鶴岡中央 山形

　２－Ａ 増田　有紗 2 帝塚山学院 大阪 １２－Ａ 河尻　美海 1 千葉黎明 千葉

　２－Ｂ 細谷　佳南 2 千葉英和 千葉 １２－Ｂ 虎尾　野々花 2 徳島科技 徳島

　２－Ｃ 舟見　舞姫 2 松山東雲 愛媛 １２－Ｃ 河野　真由子 2 上田西 長野

　２－Ｄ 荒木　唯奈 2 松江東 島根 １２－Ｄ 和田　珠莉 2 七戸 青森

　３－Ａ 渋谷　樹里 1 足立新田 東京 １３－Ａ 寺元　心美 2 高知檮原 高知

　３－Ｂ 朝久野　奈波 2 大分東明 大分 １３－Ｂ 二ノ井　ほのか 2 都立松が谷 東京

　３－Ｃ 西沢　菜乃 2 甲南女子 兵庫 １３－Ｃ 岩永　優衣 2 大村工業 長崎

　３－Ｄ 古藤　ゆらり 2 愛産大三河 愛知 １３－Ｄ 千田　真由 2 東陵 宮城

　４－Ａ 金原　美咲 2 浜松湖東 静岡 １４－Ａ 山浦　芹菜 1 柏陵 福岡

　４－Ｂ 安西　詩織 2 近大附属 大阪 １４－Ｂ 西尾　橘夏 2 泊 富山

　４－Ｃ 岡田　咲桜 2 三本木農業 青森 １４－Ｃ 園田　稚 2 足立新田 東京

　４－Ｄ 矢野　碧海 2 大分東明 大分 １４－Ｄ 加藤　帆乃香 2 浜松商業 静岡

　５－Ａ 瀧川　千景 2 帝塚山学院 大阪 １５－Ａ 鈴木　さくら 2 岡崎東 愛知

　５－Ｂ 田中　唯稀 2 八戸工大一高 青森 １５－Ｂ 宮内　愛希 2 波崎柳川 茨城

　５－Ｃ 武岡　樹輝 1 四日市四郷 三重 １５－Ｃ 西尾　美来 2 須磨学園 兵庫

　５－Ｄ 牛島　彩乃 2 大宮開成 埼玉 １５－Ｄ 石川　紅葉 2 大分東明 大分

　６－Ａ 竹中　愛恵 2 同志社 京都 １６－Ａ 西本　亜優 2 奈良学園 奈良

　６－Ｂ 川田原　琴奈 2 鹿児島工業 鹿児島 １６－Ｂ 浦部　春雅 2 高志館 佐賀

　６－Ｃ 宮川　暖加 2 備前緑陽 岡山 １６－Ｃ 小池　杏璃 2 備前緑陽 岡山

　６－Ｄ 田中　日和 2 花巻北 岩手 １６－Ｄ 渡部　遥 2 東海大相模 神奈川

　７－Ａ 山下　実咲紀 2 香川中央 香川 １７－Ａ 西田　彩楓 2 和歌山 和歌山

　７－Ｂ 橋本　みなみ 2 田村 福島 １７－Ｂ 赤沼　美咲 2 高崎商大附 群馬

　７－Ｃ 芦田　美弥妃 2 ＩＣＵ 東京 １７－Ｃ 大野　彩音 2 米子南 鳥取

　７－Ｄ 廣西　琴音子 2 吉田 広島 １７－Ｄ 岩田　樹璃 2 四日市四郷 三重

　８－Ａ 西嶋　梨緒美 2 仁愛女子 福井 １８－Ａ 西嶋　詩緒里 2 丹南 福井

　８－Ｂ 阿部　夏鈴 2 鶴岡南 山形 １８－Ｂ 小野寺　沙々音 2 三本木農業 青森

　８－Ｃ 小林　りこ 2 聖心 東京 １８－Ｃ 徳永　祐未 2 大宮開成 埼玉

　８－Ｄ 稲垣　奈那 2 近大附属 大阪 １８－Ｄ 萩間　史子 2 浜松商業 静岡

　９－Ａ 田中　緋奈 2 大津商業 滋賀 １９－Ａ 山田　侑奈 2 聖マリア 岐阜

　９－Ｂ 平澤　海憂 1 能登 石川 １９－Ｂ 中光　由陽 2 賀茂 広島

　９－Ｃ 佐竹　稚奈 2 聖マリア 岐阜 １９－Ｃ 髙江洲　美来 2 那覇国際 沖縄

　９－Ｄ 中川　彩名 2 旭川北 北海道 １９－Ｄ 石田　有希 2 馬頭 栃木

１０－Ａ 村野　ひなた 1 秋田南 秋田

１０－Ｂ 山﨑　海輝 2 長岡工業 新潟

１０－Ｃ 渡邉　麻央 2 足立新田 東京

１０－Ｄ 波部　日葵 2 松蔭 兵庫
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