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1組
0

1 長　野 427 佐藤　　柊 ｻﾄｳ ﾋｲﾗｷﾞ 高3
ﾅｶﾞﾉ 高校 428 谷口　文菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔﾅ 高2

432 齋藤　沙雪 ｻｲﾄｳ ｻﾕｷ 高1
426 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 高3

2 静　岡 536 加藤　杏樹 ｶﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 542 中村菜々穂 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾎ 高2

537 水野　夏南 ﾐｽﾞﾉ ﾅﾂﾅ 高3
541 松永　爽羽 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ 高2

3 東　京 332 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 328 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高3

330 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 高3
333 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 高2

4 神奈川 375 泉原　凪沙 ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 370 吉田　杏子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 高3

376 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 高2
373 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 高3

5 愛　媛 923 秀野　由光 ｼｭｳﾉ ﾕﾐ 高3
ｴﾋﾒ 高校 925 浅川　　楓 ｱｻｶﾜ ﾌｳ 高3

924 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高3
926 菅原　千博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 高3

6 福  岡 968 井上　結貴 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 969 石原　愛依 ｲｼﾊﾗ ﾒｲ 高3

971 川口里利央 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾘﾅ 高2
973 高原　彩花 ﾀｶﾊﾗ ｻﾔｶ 高2

7 京　都 684 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高2
ｷｮｳﾄ 高校 683 宮本　優海 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾐ 高2

682 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高3
685 青木　尚子 ｱｵｷ ﾅｵｺ 高2

8 茨  城 166 小野　舞夏 ｵﾉ ﾏｲｶ 高2
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 169 赤川　遥華 ｱｶｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 高1

165 早川　　碧 ﾊﾔｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ 高2
164 菅谷　　夢 ｽｶﾞﾔ ﾕﾒ 高3
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0 山　梨 402 倉田　真綺 ｸﾗﾀ ﾏｱﾔ 高2

ﾔﾏﾅｼ 高校 399 萩原　美聖 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｻﾄ 高3
397 田中さくら ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 高3
400 伊東亜依海 ｲﾄｳ ｱｲﾐ 高2

1 福　島 128 安達　　光 ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾘ 高2
ﾌｸｼﾏ 高校 129 菅家　綾美 ｶﾝｹ ｱﾔﾐ 高2

126 菊田　真生 ｷｸﾀ ﾏｲ 高3
127 髙山　理乃 ﾀｶﾔﾏ ﾘﾉ 高3

2 兵  庫 763 山田ひかる ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 760 岡田　侑奈 ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 高3

767 中逵　綾乃 ﾅｶﾂｼﾞ ｱﾔﾉ 高2
765 井上　真帆 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 高2

3 愛　知 580 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高3
ｱｲﾁ 高校 584 池田りんか ｲｹﾀﾞ ﾘﾝｶ 高2

582 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 高2
583 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高2

4 埼  玉 251 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 253 井坂　友紀 ｲｻｶ ﾕｷ 高3

252 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高3
256 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 高2

5 大　阪 724 市地　颯華 ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ 高2
ｵｵｻｶ 高校 719 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ 高3

721 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 高3
723 池本　凪沙 ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 高2

6 千　葉 288 星　　美里 ﾎｼ ﾐｻﾄ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 289 賀部　寿音 ｶﾍﾞ ｼﾞｭﾈ 高2

290 小川　幸美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 高2
291 久保田梨琉 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ 高2

7 岡　山 838 山下　紗知 ﾔﾏｼﾀ ｻﾁ 高2
ｵｶﾔﾏ 高校 837 小島奈々葉 ｺｼﾞﾏ ﾅﾅﾊ 高2

835 寺坂　優里 ﾃﾗｻｶ ﾕｳﾘ 高3
836 岩堀　結優 ｲﾜﾎﾘ ﾕｳ 高3

8 熊　本 1019 岡﨑　万智 ｵｶｻﾞｷ ﾏﾁ 高1
ｸﾏﾓﾄ 高校 1014 谷口　春華 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 高2

1017 長森　花楓 ﾅｶﾞﾓﾘ ｶｴﾃﾞ 高2
1015 田上　舞美 ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ 高2
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