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1 小松 かんな 茨城  茨城県立日立第二高等学校 911 31 花島 野乃 静岡 袋井商業高校 159

2 板橋 莉子 茨城  県立牛久高等学校 783 31 小倉 愛菜 静岡 袋井商業高校 159

3 大本　真代 愛媛 松山東雲女子大学 734 33 中田　澪 神奈川 神奈川県立湘南台高等学校 156

5 松本 穏 愛知 Mt.dogs 614 33 越谷 海月 神奈川 神奈川県立鶴峰高等学校 156

6 大友 紫苑 茨城 茨城県立日立第二高等学校 533 35 相原　キヤナ 神奈川 産業能率大学 150

7 衣笠　乃愛 東京 共栄学園高校 500 36 谷田　汐音 神奈川 産業能率大学 146

7 菊池　真結 東京 共栄学園高校 500 37 酒井　栞 奈良 帝塚山大学 139

9 橋本　庸子 東京 日本体育大学 481 38 江口 珠花 愛知 椙山女学園大学 134

10 永鳥　サディア 神奈川 産業能率大学 480 38 伊藤 桜 宮城 利府高校 134

11 松尾 優美 愛媛 松山東雲女子大学 420 38 大泉 愛永 宮城 利府高校 134

12 山田　紗也香 神奈川 産業能率大学 383 41 江原　あかり 京都 福知山成美高等学校 133

13 川崎 菜々子 東京 日本体育大学 373 42 石川 とわ 愛媛 愛媛県立三島高等学校 132

14 坂脇 桃巴 兵庫 武庫川女子大学 315 42 藤田 晴 愛媛 愛媛県立新居浜西高等学校 132

15 オト　恵美里 神奈川 産業能率大学 313 44 白川　凛 京都 福知山成美高等学校 127

16 鈴木　風香 神奈川 湘南ベルマーレユース 304 45 木戸　胡桃 京都 福知山成美高等学校 121

17 高丸　美夏 茨城  茨城県立日立第二高等学校 280 46 浅井 小春 愛知 西陵高校 111

18 松村　仁奈 神奈川 湘南ベルマーレユース 264 47 生井 優菜 栃木 茂木高校 104

19 田中 凜 千葉 柏市立柏高等学校 229 47 直井 麻佑 栃木 真岡北陵高校 104

19 関根　優穂 千葉 柏市立柏高等学校 229 49 太田 早耶 兵庫 武庫川女子大学 103

21 鈴木　風輝 神奈川 湘南ベルマーレユース 227 50 関　莉菜 奈良 明治 100

22 篠原 千佳 東京 駒澤大学高校 217 50 刑部 美優 奈良 天理大学 100

22 橋本 麻彩 東京 駒澤大学高校 217 50 筧 明莉 愛知 西陵高校 100

24 黒　香乃 三重 三重県立津商業高校 216 50 沖田 羽舞 北海道 ZERO'Z 100

24 福山 遥菜 三重 三重県立津商業高校 216 50 坂本 香音 北海道 ZERO'Z 100

26 中島　瑠那 京都 福知山成美高等学校 204 55 西 美穂 東京 日本体育大学 99

27 川端　向日葵 神奈川 産業能率大学 201 56 佐竹 望 埼玉 埼玉県立大宮東高等学校 98

28 成田 万葉 愛媛 松山東雲女子大学 199 56 清水 柚希 埼玉 埼玉県立大宮東高等学校 98

29 平本 佳奈美 神奈川 産業能率大学 191 58 柳原 世奈 愛知 西陵高校 94

30 荻野 新菜 滋賀 武庫川女子大学 163 59 大庭 歩楓 愛知 西陵高校 83
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59 菅原 桃 山形 米沢中央高校 83 86 岩渕 妃乃 栃木 - 53

59 小松 くるみ 山形 米沢中央高校 83 86 河野 伶奈 栃木 - 53

59 佐藤 里胡 秋田 AkitaBAJclub 83 86 和田 みちか 東京 共栄学園 53

59 佐藤 京香 秋田 AkitaBAJclub 83 86 鳥屋尾 夏歩 東京 共栄学園 53

64 菅野 希光 北海道 ZERO'Z 80 95 中村 友美 千葉 - 50

64 大村 未花 北海道 ZERO'Z 80 95 山本 千智 埼玉 - 50

64 阿部 里奈 宮城 仙台大学 80 97 渡邉 ひらり 岩手 一関修紅高等学校 47

64 大橋 美紅 宮城 仙台大学 80 97 木戸 琴美 岩手 一関修紅高等学校 47

68 篠藤 愛音 愛媛 愛媛県立野村高等学校 73 97 小池 梨紗 山梨 帝京第三高等学校 47

69 宇賀神　さやか 栃木 青藍泰斗高等学校 66 97 近藤 美結 山梨 山梨県立韮崎高等学校 47

69 上野　亜弥 栃木 栃木県立壬生高等学校 66 97 坂元 亜衣 静岡 静岡県立沼津西高等学校 47

69 永井　栞 福岡 福岡県立育徳館高等学校 66 97 渡辺 渚 静岡 静岡県立沼津西高等学校 47

69 楢橋 舞依 福岡 福岡県立育徳館高等学校 66 103 矢吹 穏 愛媛 愛媛県伊予農業高等学校 40

69 明吉 由加梨 北海道 ZERO'Z 66 103 笠原 愛夢 愛媛 愛媛県立松山北高等学校 40

69 井沼 恋姫 北海道 ZERO'Z 66 103 増澤 侑己菜 宮城 仙台大学 40

69 小田 朱花 山形 羽黒高等学校 66 103 佐々木 風歌 宮城 仙台大学 40

69 小野 菜月 山形 羽黒高等学校 66 103 桜井 咲希 東京 共栄学園 40

69 穂積 結愛 福島 光南高等学校 66 103 赤澤 莉桜香 東京 共栄学園 40

69 須釜 彩子 福島 光南高等学校 66 103 島津 楓 兵庫 兵庫県立龍野北高等学校 40

69 橋本 桜 東京 - 66 103 天野 李澄 兵庫 兵庫県立龍野北高等学校 40

69 羽根田 美優 東京 - 66 103 木村 悠 兵庫 兵庫県立龍野北高等学校 40

81 北野 美苗 群馬 - 64 103 高見 彩花 兵庫 兵庫県立龍野北高等学校 40

81 杉山 弥優 栃木 - 64 103 松岡 留奈 兵庫 兵庫県立龍野北高等学校 40

83 井戸本 楓 京都 福知山成美高等学校 62 103 榮藤 さら 兵庫 兵庫県立龍野北高等学校 40

84 青山 衣杏 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 55 103 冨田 和香 兵庫 兵庫県立龍野北高等学校 40

84 高羽 萌奈 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 55 103 畠 薫 兵庫 兵庫県立龍野北高等学校 40

86 尾崎 有果 愛知 松山東雲女子大学 53 103 冨永 菜緒 埼玉 市立川越高等学校 40

86 岡村　杏 滋賀 武庫川女子大学 53 103 山中 萌々夏 埼玉 市立川越高等学校 40

86 深瀬　明日望 神奈川 湘南ベルマーレユース 53 103 樫原 美陽 和歌山 中京大学 40

86 佐藤 陽菜 新潟 村上桜ヶ丘高等学校 53 120 江原　ひまり 京都 福知山成美高等学校 39

86 長島 久麗亜 新潟 村上桜ヶ丘高等学校 53 120 長野 茜里 京都 福知山成美高等学校 39
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122 西尾 遥花 愛媛 愛媛県立野村高等学校 33 131 関戸 萌恵 埼玉 市立川越高等学校 20

122 野口 杏 愛媛 松山南高等学校 33 131 多田 季良々 埼玉 市立川越高等学校 20

122 片山 愛弓 愛媛 愛媛県立松山南高校 33 156 木村 愛実 - 茨城県立日立第二高等学校 14

122 作道 湖花 愛媛 愛媛県立松山南高校 33 156 山田 朋美 静岡 - 14

122 森岡 佑衣 愛媛 松山南高校 33 156 大橋 野乃華 静岡 - 14

122 百足 風音 宮城 名取高校 33 156 長崎 遥枝 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 14

122 百足 愛歌 宮城 仙台商業 33 156 河野 萌乃香 愛知 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 14

122 神宮 悠睦 群馬 群馬県立高崎商業高等学校 33 161 河野 明星 愛媛 宇和島東高等学校 11

122 塩谷 莉奈 群馬 群馬県立高崎商業高等学校 33 161 松浦 遥香 愛媛 宇和島東高等学校 11

131 矢原 星恋 愛媛 愛媛県立新居浜東高等学校 20 161 増田 実咲 香川 香川県立丸亀城西高等学校 11

131 加藤 鈴 愛媛 愛媛県立八幡浜高等学校 20 161 森 彩夏 香川 香川県立丸亀城西高等学校 11

131 石船 夏萌 愛媛 愛媛県立野村高等学校 20 161 清家 侑 愛媛 宇和島東高等学校 11

131 山下 萌歌 愛媛 愛媛県立野村高等学校 20 161 結城 遥 愛媛 宇和島東高等学校 11

131 芳本 麻央 愛媛 松山東雲高校 20 161 善家 美衣 愛媛 宇和島東高等学校 11

131 村上 由奈 愛媛 松山東雲高校 20 161 仲村 すみれ 愛媛 宇和島東高等学校 11

131 上本 晃子 愛媛 松山東雲高校 20 161 奥野 由衣 愛媛 宇和島東高等学校 11

131 西岡 華奈 愛媛 松山東雲高校 20 161 松本 詩葉 愛媛 愛媛県立松山南高校 11

131 武田 咲都 愛媛 宇和島東高等学校 20 161 西尾 采巳 愛媛 愛媛県立松山南高校 11

131 石丸 琴未 愛媛 宇和島東高等学校 20 161 坂嶋 花南 愛媛 宇和島東高等学校 11

131 難波 和佳奈 愛媛 松山南高等学校 20 161 浅井 映吏 愛媛 宇和島東高等学校 11

131 長岡 里桜 愛媛 松山南高等学校 20 161 東 歩希 愛媛 宇和島東高等学校 11

131 露口 美紅 愛媛 - 20 161 小西 理鈴 愛媛 宇和島東高等学校 11

131 永尾 咲 愛媛 - 20 161 山下 紗来 愛媛 宇和島東高等学校 11

131 榊原 りん 山梨 山梨県立韮崎高等学校 20 161 氏本 凜 愛媛 宇和島東高等学校 11

131 平川 慶奈 山梨 山梨県立韮崎高等学校 20 161 二村 彩佳 愛知 愛知淑徳高等学校 11

131 尾上 晃子 愛媛 愛媛県立松山南高校 20 161 辻 明日香 愛知 愛知淑徳高等学校 11

131 越智 遥菜 愛媛 愛媛県立松山南高校 20 161 大久保 みこと 静岡 清水国際高等学校 11

131 井手　菜々美 愛媛 愛媛県立松山南高校 20 161 杉浦 あづみ 静岡 清水国際高等学校 11

131 増井 美穂 埼玉 - 20 161 徳本 実優 愛知 愛知淑徳高等学校 11

131 渡邉 亜花梨 埼玉 - 20 161 三浦 愛加 愛知 愛知淑徳高等学校 11

131 島本 結衣 埼玉 市立川越高等学校 20 161 有馬 千遥 愛知 愛知淑徳中学校 11
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161 山口 茉尋 愛知 愛知淑徳中学校 11

161 藤田 望実 愛知 名古屋市立西陵高等学校 11

161 川瀬 梨乃 愛知 名古屋市立西陵高等学校 11

161 森 千夏 愛知 名古屋市立西陵高等学校 11

161 深谷 凪紗 愛知 名古屋市立西陵高等学校 11

161 村田 美夢 静岡 清水国際高等学校 11

161 松本 一花 静岡 清水国際高等学校 11


