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 1 組
0
1

埼  玉 コナミ北浦和    小52 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       柴田　菜摘      ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ        
東  京 ｲﾄﾏﾝ東伏見      小53 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ       松﨑　りん      ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ        
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安       小54 ｾ･ｳﾗﾔｽ         清水アマネ      ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ        

東  京 藤村ＳＳ        小65 ﾌｼﾞﾑﾗSS        黒部　藍心      ｸﾛﾍﾞ ｱｲﾐ        
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸      小56 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        椛島　千尋      ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ       
東  京 ＴＡＣ          小47 TAC            秋原　埜安      ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ        

8
9

 2 組
東  京 三菱養和ＳＳ    小60 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       船越　彩椰      ﾌﾅｺｼ ｻﾔ         
東  京 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     小61 AQLUB HO       鈴木　愛佳      ｽｽﾞｷ ｱｲｶ        
神奈川 コナミ海老名    小62 ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ        曽根　裟月      ｿﾈ ｻﾂｷ          
三  重 津田四日市      中13 ﾂﾀﾞﾖｯｶｲﾁ       小井　香乃      ｲｻﾗｲ ｶﾉ         
静  岡 RSCｴﾑﾃｯｸ        中24 RSCｴﾑﾃｯｸ       渡邊　真衣      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ        
東  京 ＳＡＴ雪ヶ谷    中15 SATﾕｷｶﾞﾔ       小原　天寧      ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ        
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中16 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       森岡　碧海      ﾓﾘｵｶ ｱﾐ         
東  京 ＪＳＳ立石      小67 JSSﾀﾃｲｼ        矢作　智里      ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ        
東  京 ドーム巣鴨      小68 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       松野　莉子      ﾏﾂﾉ ﾘｺ          
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小69 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       岩原和可納      ｲﾜﾊﾗ ﾜｶﾅ        

 3 組
京  都 コナミ伏見      中20 ｺﾅﾐﾌｼﾐ         辻　　薫乃      ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ         
東  京 マリン舎人      中21 ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ         鈴木　　舞      ｽｽﾞｷ ﾏｲ         
埼  玉 スウィン埼玉    高22 ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ       江森　　優      ｴﾓﾘ ﾕｳ          
千  葉 柏洋・柏        高13 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ       柏崎　清花      ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ      
学関東 神奈川大        大34 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       上田ひかり      ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ        
千  葉 柏洋・柏        高25 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ       大神詩央里      ｵｵｶﾞﾐ ｼｵﾘ       

埼  玉 スウィン東光    高36 ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ       大久保侑央 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾁｶ       
神奈川 ﾙﾈｻﾝｽ港南中   中27 ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ       望月美優香      ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ       
神奈川 コナミ洋光台    中28 ｺﾅﾐﾖｳｺｳ        桝渕あゆり      ﾏｽﾌﾞﾁ ｱﾕﾘ       
神奈川 コナミ天王町    中39 ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ       石﨑　美結      ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ       

 4 組
東  京 金田ＳＣ        高30 ｶﾈﾀﾞSC         髙島　美桜      ﾀｶｼﾏ ﾐｵ         

東  京 ﾙﾈｻﾝｽ経堂      高21 ﾙ･ｷｮｳﾄﾞｳ       山田友菜子      ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅｺ        
東  京 武蔵野          高12 ﾑｻｼﾉ           谷頭　　聖      ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ     
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ経堂      高33 ﾙ･ｷｮｳﾄﾞｳ       清水　美沙      ｼﾐｽﾞ ﾐｻ         
千  葉 柏洋・江        高24 ﾊｸﾖｳ ｴﾄﾞ       松田　千怜      ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻﾄ        
埼  玉 スウィン埼玉    中25 ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ       神田　美夢      ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ         
神奈川 ATSC.YW         高26 ATSC.YW        佐野　葉月      ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ         
東  京 太陽教育ＳＣ    高27 T･K･S･C        ハウス英未莉    ﾊｳｽ ｴﾐﾘ         
埼  玉 コナミ北浦和    中38 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       笹澤　　桃      ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ        
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ経堂      高19 ﾙ･ｷｮｳﾄﾞｳ       西田　彩乃      ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾉ        

 5 組
山  梨 フィッツ竜王    高20 ﾌｨｯﾂﾘｭｳ        齊藤　千遥      ｻｲﾄｳ ﾁﾊﾙ        
神奈川 NECGSC溝の口 高31 NECGSC M       川畑　志保      ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ        
神奈川 ＳＡ新城        中32 SAｼﾝｼﾞｮｳ       日口　　優      ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ         
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中13 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       栗山　百花      ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ        
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高14 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       坂本　理奈      ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ         
東  京 三菱養和ＳＳ    高25 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       小林　　麗      ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ       
埼  玉 スウィン大教    大26 SWﾀﾞｲｷｮｳ       小松　桃子      ｺﾏﾂ ﾓﾓｺ         

神奈川 ＳＡ新城        中37 SAｼﾝｼﾞｮｳ       上村華菜恵      ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ        
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ曳舟      高28 ﾙ･ﾋｷﾌﾈ         永野　詩奈      ﾅｶﾞﾉ ｳﾀﾅ        
神奈川 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ        高39 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ       佐久間　彩      ｻｸﾏ ｱﾔ          
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 6 組
東  京 東京ドーム      高30 T.ﾄﾞｰﾑ         木澤理寿夢      ｷｻﾞﾜ ﾘｽﾞﾑ       
埼  玉 コナミ北浦和    高11 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       柴田　夏海      ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ        
東  京 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   大42 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ       関根　理沙      ｾｷﾈ ﾘｻ          
学中部 中京大          大33 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       西早　　櫻      ﾆｼﾊﾔ ｻｸﾗ        
東  京 ミキハウス      4 ﾐｷﾊｳｽ          松本　弥生      ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ        

神奈川 ATSC.YW         大35 ATSC.YW        青木　智美      ｱｵｷ ﾄﾓﾐ         
大  阪 イ ト マ ン     大46 ｲﾄﾏﾝ           田辺　詔子      ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ       
神奈川 ATSC.YW         高27 ATSC.YW        浅野　理子      ｱｻﾉ ﾘｺ          
神奈川 Nagatsuta.SC    高38 ﾅｶﾞﾂﾀSC        朝長千恵子      ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ       
愛  知 豊川高          高39 ﾄﾖｶﾜｺｳ         西津　亜紀      ﾆｼﾂﾞ ｱｷ         

 7 組
学関東 日女体大        大40 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ        藪　　仁美      ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ         
神奈川 NECGSC溝の口 高31 NECGSC M       伊賀崎ひかる    ｲｶﾞｻｷ ﾋｶﾙ       
学中部 新潟医福大      大32 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ       佐藤　　綾      ｻﾄｳ ｱﾔ          
学関東 立教大          大33 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ       川上　真央      ｶﾜｶﾐ ﾏｵ         
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸      中34 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        池江璃花子      ｲｹｴ ﾘｶｺ         
学関東 東洋大          大35 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        宮本　靖子      ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｺ        
神奈川 ATSC.YW         大26 ATSC.YW        野崎　美優      ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ         
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中27 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       大内　紗雪      ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ        
東  京 武蔵野中        中38 ﾑｻｼﾉ           金森　あい      ｶﾅﾓﾘ ｱｲ         
埼  玉 スウィン大教    中29 SWﾀﾞｲｷｮｳ       藤原　由唯      ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ        

 8 組
東  京 金町ＳＣ        高10 ｶﾅﾏﾁSC         伊藤　若菜      ｲﾄｳ ﾜｶﾅ         
学関東 日女体大        大41 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ        瀬倉　未智      ｾｸﾗ ﾐｻﾄ         
学関東 山梨学院大      大12 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ       渋井　柚実      ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ       
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸      高13 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        山本茉由佳      ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ        
学関東 東洋大          大34 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        内田　美希      ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ         
学関東 東洋大          大15 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        岩本　愛結      ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ         

学中部 中京大          大36 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       森　万柚子      ﾓﾘ ﾏﾕｺ          
東  京 ｲﾄﾏﾝ昭和の森   大17 ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ       伊藤　愛実      ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ        
埼  玉 スウィン大教    高38 SWﾀﾞｲｷｮｳ       石森　瑞奈      ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ       
兵  庫 コナミ西宮      中39 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       梶野　千紗      ｶｼﾞﾉ ﾁｻ         


