
女子 (HP)

階級 選手 姓 選手 名 ふり 姓 ふり 名 学年 学校

40 2 青森 清水目 優生 しみずめ ゆい 1 光星学院野辺地西

40 3 岩手 八木澤 ゆず やぎさわ ゆず 2 種市

40 33 岡山 中 美湖 なか よしこ 1 おかやま山陽
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女子 (HP)

階級 選手 姓 選手 名 ふり 姓 ふり 名 学年 学校

43 13 東京 田邉 優貴 たなべ ゆき 1 安部学院

43 21 岐阜 渡辺 里莉 わたなべ さとり 2 高山

43 23 愛知 松元 李恵 まつもと りえ 2 至学館

43 24 三重 奥野 里菜 おくの りな 1 久居

43 35 山口 吉崎 祐衣 よしざき ゆい 1 柳井学園

43 45 宮崎 井手 春華 いで しゅんか 1 福島
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女子 (HP)

階級 選手 姓 選手 名 ふり 姓 ふり 名 学年 学校

46 10 群馬 大関 蘭 おおぜき らん 2 西邑楽

46 10 群馬 井田 薫子 いだ かおるこ 1 前橋西

46 11 埼玉 藤野 沙希恵 ふじの さきえ 1 埼玉栄

46 13 東京 山田 海南江 やまだ かなえ 1 安部学院

46 18 福井 城戸 千鶴 きど ちづる 3 福井農林

46 23 愛知 登坂 絵莉 とうさか えり 3 至学館

46 23 愛知 内城 陽夏 うちじょう はるか 1 至学館

46 23 愛知 坂根 夏美 さかね なつみ 1 至学館

46 27 大阪 伊藤 小雪 いとう こゆき 2 堺女子

46 30 和歌山 竿本 美月 さおもと みつき 1 和歌山北

46 31 鳥取 山本 弥央 やまもと みお 2 鳥取中央育英

46 35 山口 藤沢 志穂 ふじさわ しほ 3 柳井商工

46 35 山口 渡邉 ひかり わたなべ ひかり 3 鴻城

46 36 徳島 三木 葵 みき あおい 1 池田

46 40 福岡 坂本 栞 さかもと しおり 1 北九州

46 43 熊本 安原 美奈 やすはら みな 3 北陵
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女子 (HP)

階級 選手 姓 選手 名 ふり 姓 ふり 名 学年 学校

49 2 青森 関下 沙希 せきした さき 2 八戸西

49 4 宮城 風間 理恵 かざま りえ 1 宮城県工業

49 10 群馬 坂本 詩緒里 さかもと しおり 3 大泉

49 10 群馬 寺田 有李 てらだ ゆり 3 太田市立商業

49 10 群馬 川島 沙樹 かわしま さき 3 関東学園大学附属

49 11 埼玉 渡辺 由香 わたなべ よしか 2 埼玉栄

49 11 埼玉 入倉 美緒 いりくら みお 3 埼玉栄

49 11 埼玉 米岡 優利恵 よねおか ゆりえ 3 埼玉栄

49 13 東京 矢後 佑華 やご ゆうか 3 安部学院

49 14 神奈川 岸田 明日香 きしだ あすか 2 向上

49 21 岐阜 宮田 理菜 みやた りな 1 斐太

49 22 静岡 石田 瑞希 いしだ みずき 3 焼津中央

49 23 愛知 伊藤 史織 いとう しおり 3 至学館

49 23 愛知 坂上 楓舞希 さかがみ ふぶき 1 至学館

49 27 大阪 辻 彩香 つじ あやか 3 堺女子

49 29 奈良 森本 紫織 もりもと しおり 2 橿原学院

49 33 岡山 鈴木 愛純 すずき あずみ 1 おかやま山陽

49 40 福岡 入江 ななみ いりえ ななみ 2 小倉商業

49 44 大分 野村 史香 のむら あやか 2 日本文理大学附属
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女子 (HP)

階級 選手 姓 選手 名 ふり 姓 ふり 名 学年 学校

52 3 岩手 及川 風香 おいかわ ふうか 1 専修大学北上

52 3 岩手 伊藤 愛帆 いとう まほ 1 宮古商業

52 3 岩手 北村 莉菜 きたむら りな 1 宮古商業

52 10 群馬 金子 和 かねこ のどか 3 大泉

52 10 群馬 仲村 理沙 なかむら りさ 2 太田市立商業

52 10 群馬 小暮 香 こぐれ かおり 3 西邑楽

52 10 群馬 木村 安里 きむら あんり 2 西邑楽

52 11 埼玉 水野 佳穂 みずの かほ 2 埼玉栄

52 13 東京 堀 幸奈 ほり ゆきな 1 安部学院

52 13 東京 齋藤 ほのか さいとう ほのか 3 安部学院

52 13 東京 木村 早耶架 きむら さやか 3 安部学院

52 16 富山 北 尚恵 きた なおえ 1 高岡商業

52 22 静岡 宮内 好実 みやうち よしみ 1 伊豆総合

52 23 愛知 川井 梨紗子 かわい りさこ 2 至学館

52 23 愛知 角谷 萌々果 かどや ももか 1 至学館

52 26 京都 田邉 沙恵 たなべ さえ 3 網野

52 26 京都 松見 千都彩 まつみ ちとせ 2 南京都

52 31 鳥取 徳井 綾香 とくい あやか 1 鳥取中央育英

52 32 島根 鹿島 裕子 かしま ゆうこ 2 隠岐島前

52 35 山口 栄 愛梨 さかえ あいり 2 柳井学園

52 36 徳島 小林 美菜子 こばやし みなこ 2 池田

52 39 高知 野中 亜理沙 のなか ありさ 1 高知東
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女子 (HP)

階級 選手 姓 選手 名 ふり 姓 ふり 名 学年 学校

56 4 宮城 吉村 晴香 よしむら はるか 2 宮城県工業

56 10 群馬 石岩 優菜 いしいわ ゆうな 3 西邑楽

56 13 東京 廣瀬 瑠実 ひろせ るみ 1 安部学院

56 13 東京 佐々木 なつみ ささき なつみ 1 安部学院

56 13 東京 倉舘 愛 くらだて あい 1 安部学院

56 13 東京 村田 夏南子 むらた かなこ 3 安部学院/JOCｱｶﾃﾞﾐｰ

56 13 東京 花田 彩乃 はなだ あやの 1 安部学院/JOCｱｶﾃﾞﾐｰ

56 15 新潟 塚本 千明 つかもと ちあき 3 北越

56 18 福井 古川 広奈 ふるいち ひろな 1 足羽

56 18 福井 大橋 風月 おおはし ふつき 3 福井農林

56 19 山梨 青柳 ななみ あおやぎ ななみ 2 山梨学院大学附属

56 22 静岡 伊郷 里咲 いごう りさ 2 伊豆総合

56 22 静岡 廣瀬 理夏 ひろせ りか 3 沼津城北

56 23 愛知 管原 ひかり すがわら ひかり 3 至学館

56 23 愛知 小島 志穂 こじま しほ 3 至学館

56 27 大阪 増田 奈千 ますだ なち 3 堺女子

56 27 大阪 樋口 美賀子 ひぐち みかこ 1 堺女子

56 34 広島 三木 菜摘 みき なつみ 3 三次

56 35 山口 上本 真菜 うえもと まな 2 柳井学園

56 39 高知 梅川 玲奈 うめかわ れいな 1 高知東

56 43 熊本 井上 真優子 いのうえ まゆこ 3 北陵
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女子 (HP)

階級 選手 姓 選手 名 ふり 姓 ふり 名 学年 学校

60 3 岩手 伊藤 理紗 いとう りさ 3 宮古商業

60 10 群馬 鈴木 紅夏 すずき こな 2 太田市立商業

60 10 群馬 小島 可奈子 こじま かなこ 1 太田市立商業

60 10 群馬 今井 彩乃 いまい あやの 3 富岡実業

60 13 東京 本田 愛風 ほんだ ちかぜ 3 足立東

60 13 東京 望月 芙早乃 もちづき ふさの 3 安部学院

60 14 神奈川 三浦 由起子 みうら ゆきこ 1 釜利谷

60 19 山梨 東山 凪 ひがしやま なぎ 3 山梨県立農林

60 21 岐阜 下浦 美優 しもうら みゆう 2 岐南工業

60 23 愛知 栄 希和 さかえ きわ 3 至学館

60 28 兵庫 小林 沙也加 こばやし さやか 3 猪名川

60 35 山口 藤田 真美 ふじた まみ 1 柳井学園
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女子 (HP)

階級 選手 姓 選手 名 ふり 姓 ふり 名 学年 学校

65 4 宮城 浅野 茜 あさの あかね 1 宮城県工業

65 10 群馬 齋藤 加奈子 さいとう かなこ 2 関東学園大学附属

65 10 群馬 吉水 麻蓉 よしみず まよ 3 富岡実業

65 13 東京 香山 芳美 かやま よしみ 1 安部学院

65 14 神奈川 土屋 亜希帆 つちや あきほ 3 日本大学藤沢

65 23 愛知 市川 ゆりか いちかわ ゆりか 2 至学館

65 23 愛知 米田 野乃佳 よねだ ののか 1 至学館

65 26 京都 山中 美羽 やまなか みわ 3 海洋

65 27 大阪 津田 沙也加 つだ さやか 1 堺女子

65 35 山口 淺川 萌 あさかわ めぐみ 3 柳井学園

65 39 高知 笹岡 愛香 ささおか まなか 1 高知東
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女子 (HP)

階級 選手 姓 選手 名 ふり 姓 ふり 名 学年 学校

70 6 山形 海谷 愛美 かいや まなみ 1 山形学院

70 10 群馬 牧島 涼 まきしま りょう 1 西邑楽

70 19 山梨 雨宮 愛里 あみみや あいり 2 北杜

70 23 愛知 土性 沙羅 どしょう さら 2 至学館

70 44 大分 河上 恵美 かわかみ えみ 3 日本文理大学附属
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