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氏名 フリガナ 国記号 陸協 所属

福士　優太朗 ﾌｸｼ ﾕｳﾀﾛｳ JPN 兵庫 西脇工業高

田村　優宝 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ JPN 青森 青森山田高

山﨑　翔太 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ JPN 福井 鯖江高

上野　渉 ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ JPN 宮城 仙台育英高

中原　大 ﾅｶﾊﾗ ﾀﾞｲ JPN 広島 世羅高

前田　悠貴 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ JPN 宮崎 小林高

小西　祐也 ｺﾆｼ ﾕｳﾔ JPN 佐賀 鳥栖工業高

大久保　幹也 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷﾔ JPN 青森 青森山田高

鈴木　柊成 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｾｲ JPN 青森 青森山田高

米田　紳度 ﾖﾈﾀ ｼﾝﾀｸ JPN 青森 青森山田高

黒川　遼 ｸﾛｶﾜ ﾘｮｳ JPN 青森 青森山田高

堀　正樹 ﾎﾘ ﾏｻｷ JPN 秋田 秋田工業高

進藤　将 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ JPN 秋田 秋田工業高

今野　晴喜 ｺﾝﾉ ﾊﾙｷ JPN 秋田 秋田工業高

菅原　義隆 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾀｶ JPN 秋田 秋田工業高

齊藤　裕也 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ JPN 秋田 秋田工業高

佐々木　大介 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ JPN 秋田 秋田工業高

杉沢　諒 ｽｷﾞｻﾜ ﾘｮｳ JPN 秋田 秋田工業高

佐々木　渉 ｻｻｷ ﾜﾀﾙ JPN 秋田 秋田工業高

畠山　宏介 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｽｹ JPN 秋田 秋田工業高

浪岡　健吾 ﾅﾐｵｶ ｹﾝｺﾞ JPN 秋田 秋田工業高

根本　侑 ﾈﾓﾄ ﾀｽｸ JPN 秋田 秋田工業高

菅原　涼介 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ JPN 秋田 秋田工業高

佐々木　修太 ｻｻｷ ｼｭｳﾀ JPN 秋田 秋田工業高

佐々木　天太 ｻｻｷ ﾃﾝﾀ JPN 秋田 秋田工業高

小林　快 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ JPN 秋田 秋田工業高

阿部　竜巳 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾐ JPN 秋田 秋田工業高

田口　大貴 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ JPN 秋田 秋田高

千田　駿弥 ﾁﾀﾞ ﾀｶﾔ JPN 秋田 秋田中央高

石川　未来 ｲｼｶﾜ ﾐﾗｲ JPN 秋田 秋田中央高

淀川　弦太 ﾖﾄﾞｶﾜ ｹﾞﾝﾀ JPN 秋田 秋田中央高

伊藤　謙 ｲﾄｳ ｹﾝ JPN 秋田 秋田中央高

鈴木　兼一郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ JPN 福島 安積高

深谷　心 ﾌｶﾔ ｼﾝ JPN 福島 安積高

厚美　克也 ｱﾂﾐ ｶﾂﾔ JPN 福島 安達高

齋藤　毅士 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ JPN 福島 安達高



佐山　賢成 ｻﾔﾏ ﾏｻﾅﾘ JPN 福島 安達高

渡辺　祐也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ JPN 福島 安達高

三木　雄介 ﾐｷ ﾕｳｽｹ JPN 千葉 我孫子高

清田　英揮 ｷﾖﾀ ﾋﾃﾞｷ JPN 千葉 我孫子高

木村　友哉 ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ JPN 千葉 我孫子高

内田　晴 ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾗ JPN 千葉 我孫子高

蝦原　拓弥 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ JPN 千葉 我孫子高

山口　浩勢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ JPN 愛知 惟信高

岡野　航 ｵｶﾉ ﾜﾀﾙ JPN 千葉 磯辺高

井上　愛輝 ｲﾉｳｴ ｱｲｷ JPN 千葉 磯辺高

遠藤　広樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ JPN 岩手 一関学院高

藤田　大和 ﾌｼﾞﾀ ﾔﾏﾄ JPN 茨城 茨城高専

撹上　宏光 ｶｸｱｹﾞ ﾋﾛﾐﾂ JPN 福島 いわき総合高

齋藤　昌紀 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ JPN 福島 いわき総合高

稲村　覚 ｲﾅﾑﾗ ｻﾄﾙ JPN 福島 いわき総合高

田子　祐輝 ﾀｺﾞ ﾕｳｷ JPN 福島 いわき総合高

新妻　佑允 ﾆｲﾂﾏ ﾕｳｽｹ JPN 福島 いわき総合高

神田　拓人 ｶﾝﾀﾞ ﾀｸﾄ JPN 福島 いわき総合高

新妻　弘貴 ﾆｲﾂﾏ ﾋﾛｷ JPN 福島 いわき総合高

関口　直人 ｾｷｸﾞﾁ ﾅｵﾄ JPN 埼玉 浦和高

山下　侑哉 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾔ JPN 愛媛 宇和高

油布　郁人 ﾕﾌ ｲｸﾄ JPN 大分 大分東明高

丸山　文裕 ﾏﾙﾔﾏ ﾌﾐﾋﾛ JPN 大分 大分東明高

西　恭平 ﾆｼ ｷｮｳﾍｲ JPN 福岡 大牟田高

高城　孔 ﾀｶｷﾞ ｺｳ JPN 福岡 大牟田高

甲斐　翔太 ｶｲ ｼｮｳﾀ JPN 福岡 大牟田高

中山　祐介 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ JPN 福岡 大牟田高

濱田　晶弘 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ JPN 福岡 大牟田高

岡部　貴洋 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ JPN 福岡 大牟田高

杵島　凌太 ｷｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ JPN 福岡 大牟田高

杵島　啓太 ｷｼﾞﾏ ｹｲﾀ JPN 福岡 大牟田高

山下　健太 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾀ JPN 福岡 大牟田高

伊藤　直樹 ｲﾄｳ ﾅｵｷ JPN 福岡 大牟田高

藤原　太一 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲﾁ JPN 福岡 大牟田高

高口　慶大 ｺｳｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ JPN 福岡 大牟田高

岡本　雄大 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ JPN 岡山 岡山工業高

池田　彰宏 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ JPN 新潟 小千谷西高

日下　佳祐 ｸｻｶ ｹｲｽｹ JPN 福島 小高工業高



町野　正宗 ﾏﾁﾉ ﾏｻﾑﾈ JPN 福島 小高工業高

青木　喜男 ｱｵｷ ﾖｼｵ JPN 福島 学法石川高

鈴木　修宏 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ JPN 福島 学法石川高

関根　絃 ｾｷﾈ ｹﾞﾝ JPN 福島 学法石川高

斎藤　一樹 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ JPN 福島 学法石川高

小林　俊稀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ JPN 福島 学法石川高

木田　貴大 ｷﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ JPN 福島 学法石川高

岡田　大輝 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ JPN 福島 学法石川高

今井　憲久 ｲﾏｲ ﾉﾘﾋｻ JPN 福島 学法石川高

松本　淳 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ JPN 福島 学法石川高

本郷　幸平 ﾎﾝｺﾞｳ ｺｳﾍｲ JPN 福島 学法石川高

有村　優樹 ｱﾘﾑﾗ ﾕｳｷ JPN 鹿児島 鹿児島実業高

市田　孝 ｲﾁﾀﾞ ﾀｶｼ JPN 鹿児島 鹿児島実業高

市田　宏 ｲﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ JPN 鹿児島 鹿児島実業高

吉村　大樹 ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｷ JPN 鹿児島 鹿児島実業高

宇都宮　将希 ｳﾂﾉﾐﾔ ｼｮｳｷ JPN 茨城 鹿島学園高

倉持　秀樹 ｸﾗﾓﾁ ﾋﾃﾞｷ JPN 茨城 鹿島学園高

田中　貴博 ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ JPN 千葉 柏南高

佐藤　弘隆 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ JPN 千葉 柏南高

高久　陽介 ﾀｶｸ ﾖｳｽｹ JPN 千葉 柏南高

吉田　篤弘 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ JPN 千葉 柏南高

森川　拓哉 ﾓﾘｶﾜ ﾀｸﾔ JPN 千葉 柏南高

西川　琢麻 ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾏ JPN 埼玉 春日部東高

横山　慶太 ﾖｺﾔﾏ ｹｲﾀ JPN 埼玉 春日部東高

福山　博貴 ﾌｸﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ JPN 埼玉 春日部東高

関根　準 ｾｷﾈ ｼﾞｭﾝ JPN 神奈川 川和高

吉田　周平 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ JPN 岐阜 岐阜商業高

大野　彰彦 ｵｵﾉ ｱｷﾋｺ JPN 岐阜 岐阜商業高

河﨑　涼 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ JPN 岐阜 岐阜商業高

馬場　將史 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾌﾐ JPN 岐阜 岐阜商業高

福田　雄大 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ JPN 熊本 九州学院高

本田　匠 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ JPN 熊本 九州学院高

上村　顕斗 ｳｴﾑﾗ ｹﾝﾄ JPN 熊本 九州学院高

元村　大地 ﾓﾄﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ JPN 熊本 九州学院高

末永　昂暉 ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ JPN 福岡 九州国際大学付属高

前原　章弘 ﾏｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ JPN 群馬 桐生工業高

松島　大翔 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｶ JPN 群馬 桐生工業高

大塚　祐輝 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｷ JPN 群馬 桐生工業高



狩野　魁人 ｶﾉｳ ｶｲﾄ JPN 群馬 桐生工業高

田沼　諒 ﾅﾇﾏ ﾘｮｳ JPN 群馬 桐生工業高

桂徳　大輔 ｹｲﾄｸ ﾀﾞｲｽｹ JPN 群馬 桐生工業高

福地　俊介 ﾌｸﾁ ｼｭﾝｽｹ JPN 群馬 桐生工業高

福地　亮介 ﾌｸﾁ ﾘｮｳｽｹ JPN 群馬 桐生工業高

鉾田　靖大 ﾎｺﾀ ﾔｽﾋﾛ JPN 群馬 桐生工業高

寒沢　仁 ｶﾝｻﾞﾜ ﾋﾄｼ JPN 群馬 桐生工業高

前原　和人 ﾏｴﾊﾗ ｶｽﾞﾄ JPN 群馬 桐生工業高

大久保　雄矢 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾔ JPN 群馬 桐生工業高

松井　智弘 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾋﾛ JPN 群馬 桐生工業高

小林　直弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ JPN 群馬 桐生工業高

工藤　皓平 ｸﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ JPN 熊本 熊本工業高

波多野　純矢 ﾊﾀﾉ ｼﾞｭﾝﾔ JPN 岐阜 県岐阜商高

藤井　裕也 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ JPN 岡山 興譲館高

佐々木　雅昭 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ JPN 秋田 駒澤大

高柳　祐也 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾔ JPN 埼玉 埼玉栄高

太田　清史 ｵｵﾀ ｷﾖｼ JPN 長野 佐久長聖高

平賀　翔太 ﾋﾗｶﾞ ｼｮｳﾀ JPN 長野 佐久長聖高

横松　優 ﾖｺﾏﾂ ｽｸﾞﾙ JPN 栃木 佐野日大高

横松　徹 ﾖｺﾏﾂ ﾄｵﾙ JPN 栃木 佐野日大高

鈴木　崇大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ JPN 栃木 佐野日大高

小池　寛明 ｺｲｹ ﾋﾛｱｷ JPN 栃木 佐野日大高

三膳　直弥 ｻﾝｾﾞﾝ ﾅｵﾔ JPN 栃木 佐野日大高

日向野　聖隆 ﾋｶﾞﾉ ｷﾖﾀｶ JPN 栃木 佐野日大高

小指　徹也 ｺｻﾞｽ ﾃﾂﾔ JPN 栃木 佐野日大高

大谷　卓也 ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾔ JPN 栃木 佐野日大高

入澤　啓介 ｲﾘｻﾜ ｹｲｽｹ JPN 栃木 佐野日大高

森本　ジュンジ ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ JPN 栃木 佐野日大高

山口　貴大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ JPN 福井 鯖江高

石田　駿介 ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ JPN 福井 鯖江高

猪口　秀之 ｲﾉｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ JPN 福井 鯖江高

上嶋　雄太 ｳｴｼﾞﾏ ﾕｳﾀ JPN 福井 鯖江高

窪田　忍 ｸﾎﾞﾀ ｼﾉﾌﾞ JPN 福井 鯖江高

古定　正彬 ｺﾃｲ ﾏｻｱｷ JPN 福井 鯖江高

塚田　悠一 ﾂｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ JPN 福井 鯖江高

山田　雅和 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ JPN 福井 鯖江高

堤　拓也 ﾂﾂﾐ ﾀｸﾔ JPN 千葉 佐原高

木内　朝哉 ｷｳﾁ ﾄﾓﾔ JPN 千葉 佐原高



小澤　眞知 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾄ JPN 静岡 静岡高

杉山　和輝 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ JPN 静岡 静岡高

白井　公一郎 ｼﾗｲ ｺｳｲﾁﾛｳ JPN 静岡 静岡高

御堂島　寛之 ﾐﾄﾞｳｼﾏ ﾋﾛﾕｷ JPN 静岡 静岡高

平松　俊作 ﾋﾗﾏﾂ ｼｭﾝｻｸ JPN 静岡 静岡高

常盤　颯志 ﾄｷﾜ ｿｳｼ JPN 静岡 静岡高

長野　裕也 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾔ JPN 静岡 清水南高

竹内　康剛 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾀｶ JPN 東京 城北A･C

高田　大 ﾀｶﾀﾞ ﾀﾞｲ JPN 東京 城北A･C

伊藤　彬浩 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ JPN 千葉 市立船橋高

奈良　和哉 ﾅﾗ ｶｽﾞﾔ JPN 千葉 市立船橋高

伊藤　祐哉 ｲﾄｳ ﾕｳﾔ JPN 千葉 市立船橋高

榊　淳 ｻｶｷ ｼﾞｭﾝ JPN 千葉 市立船橋高

佐藤　駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ JPN 千葉 市立船橋高

新田　大介 ﾆｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ JPN 千葉 市立船橋高

笠間　健太郎 ｶｻﾏ ｹﾝﾀﾛｳ JPN 千葉 市立船橋高

杉山　茂生 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｹﾞｷ JPN 千葉 市立船橋高

杉山　和生 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ JPN 千葉 市立船橋高

西嶋　悠 ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳ JPN 佐賀 白石高

三浦　斗夢 ﾐｳﾗ ﾄﾑ JPN 茨城 水城高

立原　翔太 ﾀﾁﾊﾗ ｼｮｳﾀ JPN 茨城 水城高

仁平　朋広 ﾆﾍｲ ﾄﾓﾋﾛ JPN 茨城 水城高

佐藤　康平 ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ JPN 茨城 水城高

二平　智裕 ﾆﾍｲ ﾄﾓﾋﾛ JPN 茨城 水城高

照沼　悟 ﾃﾙﾇﾏ ｻﾄﾙ JPN 茨城 水城高

飯塚　大空 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾀｶ JPN 茨城 水城高

豊田　安泰 ﾄﾖﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ JPN 茨城 水城高

大江　啓貴 ｵｵｴ ﾋﾛｷ JPN 兵庫 須磨学園高

北野　大裕 ｷﾀﾉ ﾀﾞｲﾕｳ JPN 兵庫 須磨学園高

野村　亮太 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ JPN 兵庫 須磨学園高

後藤　雅晴 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾊﾙ JPN 兵庫 須磨学園高

出口　遼 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳ JPN 兵庫 須磨学園高

西池　和人 ﾆｼｲｹ ｶｽﾞﾄ JPN 兵庫 須磨学園高

牧野　俊紀 ﾏｷﾉ ﾄｼｷ JPN 千葉 西武台千葉高

西澤　佳洋 ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ JPN 千葉 西武台千葉高

小櫃　裕太 ｵﾋﾞﾂ ﾕｳﾀ JPN 千葉 西武台千葉高

中村　圭秀 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｭｳ JPN 千葉 西武台千葉高

細川　直裕 ﾎｿｶﾜ ﾅｵﾋﾛ JPN 千葉 西武台千葉高



北　魁道 ｷﾀ ｶｲﾄﾞｳ JPN 広島 世羅高

竹内　一輝 ﾀｹｳﾁ ｲｯｷ JPN 広島 世羅高

西村　厚志 ﾆｼﾑﾗ ｱﾂｼ JPN 広島 世羅高

折元　大介 ｵﾘﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ JPN 広島 世羅高

山下　晃典 ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾉﾘ JPN 広島 世羅高

大橋　秀星 ｵｵﾊｼ ｼｭｳｾｲ JPN 千葉 専修大学松戸高

北島　祐樹 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ JPN 千葉 専修大学松戸高

佐々木　崇史 ｻｻｷ ﾀｶﾌﾐ JPN 千葉 専修大学松戸高

水元　優輔 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ JPN 千葉 専修大学松戸高

駒井　滉平 ｺﾏｲ ｺｳﾍｲ JPN 千葉 専修大学松戸高

三野　貴史 ﾐﾉ ﾀｶｼ JPN 千葉 専修大学松戸高

山根　圭太 ﾔﾏﾈ ｹｲﾀ JPN 千葉 専修大学松戸高

桜井　大基 ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｷ JPN 千葉 専修大学松戸高

桜井　優也 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾔ JPN 千葉 専修大学松戸高

小野　拓哉 ｵﾉ ﾀｸﾔ JPN 千葉 専修大学松戸高

久道　知弘 ﾋｻﾐﾁ ｱｷﾋﾛ JPN 宮城 仙台第三高

遠藤　正人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ JPN 宮城 仙台第三高

植木　達矢 ｳｴｷ ﾀﾂﾔ JPN 宮城 仙台第三高

天艸　開 ｱﾏｸｻ ﾋﾗｸ JPN 宮城 仙台第三高

安田　翔吾 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ JPN 東京 大東文化大学第一高

高橋　勇貴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ JPN 東京 大東文化大学第一高

太田　京祐 ｵｵﾀ ｹｲｽｹ JPN 富山 高岡向陵高

長江　遼 ﾅｶﾞｴ ﾘｮｳ JPN 富山 高岡向陵高

岩井　一泰 ｲﾜｲ ｶｽﾞﾋﾛ JPN 富山 高岡向陵高

永井　秀篤 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ JPN 富山 高岡向陵高

高梨　亮 ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳ JPN 山形 高畠高

半谷　遥 ﾊﾝｶﾞｲ ﾖｳ JPN 山形 高畠高

沖山　雄太 ｵｷﾔﾏ ﾕｳﾀ JPN 千葉 拓殖大学紅陵高

渡邉　聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ JPN 東京 拓殖大学第一高

後藤　匠 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ JPN 東京 拓殖大学第一高

町田　拓弥 ﾏﾁﾀﾞ ﾀｸﾔ JPN 東京 拓殖大学第一高

鈴木　利弥 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾔ JPN 東京 拓殖大学第一高

町田　勇樹 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳｷ JPN 東京 拓殖大学第一高

八戸　優磨 ﾊﾁﾉﾍ ﾕｳﾏ JPN 神奈川 橘高

石田　純一 ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ JPN 神奈川 橘高

捧　裕明 ｻｻｹﾞ ﾋﾛｱｷ JPN 神奈川 橘高

藤本　郁弥 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲｸﾐ JPN 神奈川 橘高

森合　亮 ﾓﾘｱｲ ﾘｮｳ JPN 神奈川 橘高



前田　隼人 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ JPN 神奈川 橘高

菅野　晋次 ｶﾝﾉ ｼﾝｼﾞ JPN 神奈川 橘高

鵜野　正明 ｳﾉ ﾏｻｱｷ JPN 神奈川 橘高

橋本　誠 ﾊｼﾓﾄ ﾏｺﾄ JPN 福島 田村高

愛場　裕太 ｱｲﾊﾞ ﾕｳﾀ JPN 福島 田村高

井上　健太 ｲﾉｳｴ ｹﾝﾀ JPN 福島 田村高

木村　紘貴 ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ JPN 福島 田村高

佐久間　建 ｻｸﾏ ﾀｹﾙ JPN 福島 田村高

佐藤　優彰 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ JPN 福島 田村高

仲野　光博 ﾅｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ JPN 福島 田村高

橋本　崇史 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ JPN 福島 田村高

廣野　奎 ﾋﾛﾉ ｹｲ JPN 福島 田村高

藤田　矩之 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ JPN 福島 田村高

箭内　進太郎 ﾔﾝﾅｲ ｼﾝﾀﾛｳ JPN 福島 田村高

渡部　淳也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ JPN 福島 田村高

渡邉　昴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾊﾞﾙ JPN 福島 田村高

鈴木　駿輔 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ JPN 福島 田村高

瓜生　一真 ｳﾘｳ ｶｽﾞﾏ JPN 福島 田村高

加瀬　茂樹 ｶｾ ｼｹﾞｷ JPN 福島 田村高

近藤　健 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝ JPN 福島 田村高

佐川　佑磨 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾏ JPN 福島 田村高

作田　康輔 ｻｸﾀ ｺｳｽｹ JPN 福島 田村高

神　尚輝 ｼﾞﾝ ﾅｵｷ JPN 福島 田村高

星　竜 ﾎｼ ﾘｭｳ JPN 福島 田村高

村越　直希 ﾑﾗｺｼ ﾅｵｷ JPN 福島 田村高

村越　裕希 ﾑﾗｺｼ ﾕｳｷ JPN 福島 田村高

兼子　卓也 ｶﾈｺ ﾀｸﾔ JPN 福島 田村高

大山　大輔 ｵｵﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ JPN 福島 田村高

圓井　敏彦 ﾂﾑﾗｲ ﾄｼﾋｺ JPN 福島 田村高

水上　崇史 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｶﾌﾐ JPN 福島 田村高

大田　侑典 ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ JPN 熊本 千原台高

大津　顕杜 ｵｵﾂ ｹﾝﾄ JPN 熊本 千原台高

印南　篤 ｲﾝﾅﾐ ｱﾂｼ JPN 千葉 千葉黎明高

白川　和希 ｼﾗｶﾜ ｶｽﾞｷ JPN 千葉 千葉黎明高

永峯　一樹 ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞｷ JPN 千葉 千葉黎明高

櫻井　和樹 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｷ JPN 千葉 千葉黎明高

近藤　祐太 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ JPN 千葉 千葉黎明高

阿部　貴之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ JPN 千葉 中央学院高



鈴木　啓太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ JPN 千葉 中央学院高

齋藤　翔平 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾍｲ JPN 千葉 中央学院高

末廣　真也 ｽｴﾋﾛ ｼﾝﾔ JPN 千葉 中央学院高

佐藤　大希 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ JPN 千葉 中央学院高

芹澤　航平 ｾﾘｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ JPN 千葉 中央学院高

田村　勇汰 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ JPN 千葉 中央学院高

好川　敦基 ﾖｼｶﾜ ｱﾂｷ JPN 千葉 中央学院高

藤平　和樹 ﾌｼﾞﾋﾗ ｶｽﾞｷ JPN 千葉 東海大望洋高

髙橋　翔 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ JPN 千葉 東海大望洋高

常住　智史 ﾂﾈｽﾞﾐ ｻﾄｼ JPN 千葉 東海大望洋高

中村　亮介 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ JPN 新潟 東京学館新潟高

渡部　悟史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ JPN 新潟 東京学館新潟高

小泉　貴一 ｺｲｽﾞﾐ ｷｲﾁ JPN 新潟 東京学館新潟高

小泉　直人 ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵﾄ JPN 新潟 東京学館新潟高

佐藤　舜 ｻﾄｳ ｼｭﾝ JPN 新潟 東京学館新潟高

小山田　卓史 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ JPN 新潟 東京学館新潟高

杵鞭　甲斐 ｷﾈﾑﾁ ｶｲ JPN 新潟 東京学館新潟高

加藤　大 ｶﾄｳ ﾏｻﾙ JPN 新潟 東京学館新潟高

七里　佳樹 ｼﾁﾘ ﾖｼｷ JPN 新潟 東京学館新潟高

齋藤　康平 ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ JPN 新潟 東京学館新潟高

難波　幸貴 ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ JPN 新潟 東京学館新潟高

貴船　正隆 ｷﾌﾈ ﾏｻﾀｶ JPN 新潟 東京学館新潟高

高橋　広夢 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ JPN 東京 東大附属高

高橋　雄大 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ JPN 宮城 東北高

三浦　仁斗 ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ JPN 宮城 東北高

早川　昇平 ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳﾍｲ JPN 宮城 東北高

大室　尚喜 ｵｵﾑﾛ ﾀｶｷ JPN 宮城 東北高

加藤　光 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ JPN 宮城 東北高

安藤　佑樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ JPN 静岡 常葉学園菊川高

田代　浩之 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ JPN 静岡 常葉学園菊川高

村松　竜太郎 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｭｳﾀﾛｳ JPN 静岡 常葉学園菊川高

米山　友貴 ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ JPN 静岡 常葉学園菊川高

久我　和弥 ｸｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ JPN 千葉 富里高

佐藤　佑輔 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ JPN 千葉 富里高

八代　涼 ﾔｼﾛ ﾘｮｳ JPN 千葉 富里高

篠塚　春希 ｼﾉﾂｶ ﾊﾙｷ JPN 千葉 富里高

遠藤　慎也 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ JPN 千葉 富里高

鈴木　堅志 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼ JPN 千葉 富里高



平出　淳 ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝ JPN 千葉 富里高

工藤　透 ｸﾄﾞｳ ﾄｵﾙ JPN 千葉 富里高

岩崎　祐樹 ｲﾜｻｷ ﾕｳｷ JPN 千葉 富里高

須河　宏紀 ｽｶﾞﾜ ﾋﾛｷ JPN 富山 富山商業高

永井　良祐 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳｽｹ JPN 富山 富山商業高

村椿　樹弥 ﾑﾗﾂﾊﾞｷ ﾀﾂｷ JPN 富山 富山商業高

川原　卓也 ｶﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ JPN 富山 富山商業高

田中　秀幸 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ JPN 愛知 豊川高

手塚　雄一朗 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ JPN 山形 長井高

青木　学 ｱｵｷ ﾏﾅﾌﾞ JPN 長野 長野日大高

山崎　義明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｱｷ JPN 長野 長野日大高

吉田　貴大 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ JPN 長野 長野日大高

割田　雄磨 ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ JPN 長野 長野日大高

垂澤　直也 ﾀﾚｻﾜ ﾅｵﾔ JPN 長野 長野日大高

鈴木　隆宏 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ JPN 栃木 那須拓陽高

高久　龍 ﾀｶｸ ﾘｭｳ JPN 栃木 那須拓陽高

佐藤　怜 ｻﾄｳ ﾚｲ JPN 栃木 那須拓陽高

西澤　大生 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ JPN 栃木 那須拓陽高

八木沢　元樹 ﾔｷﾞｻﾜ ｹﾞﾝｷ JPN 栃木 那須拓陽高

郡司　貴大 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾋﾛ JPN 栃木 那須拓陽高

謝花　大介 ｼｬﾊﾞﾅ ﾀﾞｲｽｹ JPN 栃木 那須拓陽高

相川　直己 ｱｲｶﾜ ﾅｵｷ JPN 栃木 那須拓陽高

伊藤　幸大 ｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ JPN 栃木 那須拓陽高

齋藤　成 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ JPN 栃木 那須拓陽高

手塚　佳宏 ﾃﾂｶ ﾖｼﾋﾛ JPN 栃木 那須拓陽高

荒井　貴大 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ JPN 栃木 那須拓陽高

大森　一輝 ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞｷ JPN 栃木 那須拓陽高

大谷津　隆弘 ｵｵﾔﾂ ﾀｶﾋﾛ JPN 栃木 那須拓陽高

肥塚　翔平 ﾋﾂﾞｶ ｼｮｳﾍｲ JPN 栃木 那須拓陽高

佐藤　雄大 ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ JPN 福島 浪江高

加藤　司 ｶﾄｳ ﾂｶｻ JPN 福島 浪江高

石毛　智晴 ｲｼｹﾞ ﾁﾊﾙ JPN 千葉 成田高

西　駿也 ﾆｼ ｼｭﾝﾔ JPN 千葉 成田高

沢田　将崇 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾀｶ JPN 千葉 成田高

渡邉　俊平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ JPN 千葉 成田高

仁木　崇寛 ﾆｷ ﾀｶﾋﾛ JPN 兵庫 西脇工業高

内田　昌寛 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ JPN 新潟 日本文理高

石川　俊樹 ｲｼｶﾜ ﾄｼｷ JPN 山梨 韮崎高



清水　成幸 ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞﾕｷ JPN 山梨 韮崎高

斉藤　佑輔 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ JPN 山梨 韮崎高

藤巻　良規 ﾌｼﾞﾏｷ ﾖｼｷ JPN 山梨 韮崎高

小澤　宏裕 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ JPN 山梨 韮崎高

小田切　勇輝 ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳｷ JPN 山梨 韮崎高

土橋　直樹 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾅｵｷ JPN 山梨 韮崎高

有泉　森 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｼﾝ JPN 山梨 韮崎高

青栁　竜馬 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｭｳﾏ JPN 栃木 白鴎大学足利高

長沢　敏明 ﾅｶﾞｻﾜ ﾄｼｱｷ JPN 栃木 白鴎大学足利高

岡本　昂之 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ JPN 栃木 白鴎大学足利高

原田　直樹 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｷ JPN 栃木 白鴎大学足利高

伏島　祐介 ﾌｾｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ JPN 栃木 白鴎大学足利高

渡邊　公志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼ JPN 栃木 白鴎大学足利高

佐藤　圭修 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ JPN 茨城 波崎柳川高

金沢　優 ｶﾅｻﾞﾜ ｽｸﾞﾙ JPN 茨城 波崎柳川高

原　良至 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ JPN 茨城 波崎柳川高

斉藤　瑛司 ｻｲﾄｳ ｴｲｼﾞ JPN 茨城 波崎柳川高

小板橋　大史 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛﾌﾐ JPN 秋田 花輪高

阿部　広輔 ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ JPN 秋田 花輪高

石間　涼 ｲｼﾏ ﾘｮｳ JPN 静岡 浜松日体高

島田　直輝 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ JPN 静岡 浜松日体高

玉木　章吾 ﾀﾏｷ ｼｮｳｺﾞ JPN 福島 原町高

佐藤　健公 ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ JPN 福島 福島高

相原　知明 ｱｲﾊﾗ ﾄﾓｱｷ JPN 茨城 藤代高

渡辺　正樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ JPN 茨城 藤代高

宮永　雄大 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾀｹﾋﾛ JPN 茨城 藤代高

増田　裕昇 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ JPN 千葉 船橋東高

中村　将太 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ JPN 長野 丸子修学館高

伊野　達郎 ｲﾉ ﾀﾂﾛｳ JPN 長野 丸子修学館高

柳沢　悠太 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ JPN 長野 丸子修学館高

岡村　尚平 ｵｶﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ JPN 長野 丸子修学館高

早川　翼 ﾊﾔｶﾜ ﾂﾊﾞｻ JPN 福井 美方高

岩田　将央 ｲﾜﾀ ﾏｻｵ JPN 福井 美方高

吉村　拓也 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾔ JPN 福井 美方高

南　裕也 ﾐﾅﾐ ﾕｳﾔ JPN 福井 美方高

山下　英俊 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ JPN 福井 美方高

石川　岳人 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾄ JPN 静岡 三島北高

岩崎　俊輔 ｲﾜｻｷ ｼｭﾝｽｹ JPN 静岡 三島北高



柏部　孝太郎 ｶｼﾜﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ JPN 静岡 三島北高

石田　竜祐 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ JPN 茨城 水戸一高

設楽　啓太 ｼﾀﾗ ｹｲﾀ JPN 埼玉 武蔵越生高

設楽　悠太 ｼﾀﾗ ﾕｳﾀ JPN 埼玉 武蔵越生高

松田　昌也 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾔ JPN 北海道 武蔵野学院大

大越　崇史 ｵｵｺﾞｼ ﾀｶﾌﾐ JPN 新潟 村上桜ヶ丘高

大滝　郁也 ｵｵﾀｷ ﾌﾐﾔ JPN 新潟 村上桜ヶ丘高

菊地　賢人 ｷｸﾁ ﾏｻﾄ JPN 北海道 室蘭大谷高

鎧坂　哲哉 ﾖﾛｲｻﾞｶ ﾃﾂﾔ JPN 長野 明治大

杉本　巧 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ JPN 神奈川 弥栄高

小早川　泰宏 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾔｽﾋﾛ JPN 神奈川 弥栄高

中島　叡 ﾅｶｼﾞﾏ ｴｲ JPN 神奈川 弥栄高

高橋　拓真 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾏ JPN 神奈川 弥栄高

喜多　宗平 ｷﾀ ｼｭｳﾍｲ JPN 神奈川 弥栄高

塩谷　潤一 ｼｵﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ JPN 千葉 八千代松陰高

山田　晃裕 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾛ JPN 千葉 八千代松陰高

秋谷　吉彦 ｱｷﾔ ﾖｼﾋｺ JPN 千葉 八千代松陰高

渥美　昂大 ｱﾂﾐ ｱｷﾋﾛ JPN 千葉 八千代松陰高

新田　大 ﾆｯﾀ ﾀｶｼ JPN 千葉 八千代松陰高

田井　慎一郎 ﾀｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ JPN 千葉 八千代松陰高

松井　俊介 ﾏﾂｲ ｼｭﾝｽｹ JPN 千葉 八千代松陰高

穴水　勇太 ｱﾅﾐｽﾞ ﾕｳﾀ JPN 山梨 山梨学院大学附属高

串田　優大 ｸｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ JPN 山梨 山梨学院大学附属高

進藤　亮太 ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ JPN 山梨 山梨学院大学附属高

上田　誠斗 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾄ JPN 山梨 山梨学院大学附属高

石川　貴之 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ JPN 山梨 山梨学院大学附属高

手塚　祐太朗 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾀﾛｳ JPN 北海道 山梨学院大学附属高

有泉　潤 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝ JPN 山梨 山梨学院大学附属高

原　寿人 ﾊﾗ ﾋｻﾄ JPN 山梨 山梨学院大学附属高

箕輪　潤平 ﾐﾉﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ JPN 山梨 山梨学院大学附属高

平田　啓介 ﾋﾗﾀ ｹｲｽｹ JPN 福岡 八女工業高

末松　大樹 ｽｴﾏﾂ ﾀﾞｲｷ JPN 福岡 八女工業高

村田　大将 ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ JPN 山形 米沢中央高

髙橋　竜太 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀ JPN 山形 米沢中央高

加地　史明 ｶｼﾞ ﾌﾐｱｷ JPN 山形 米沢中央高

島軒　正陽 ｼﾏﾉｷ ﾏｻﾊﾙ JPN 山形 米沢中央高

後藤　省吾 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｺﾞ JPN 山形 米沢中央高

渡部　祐治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ JPN 山形 米沢中央高



我妻　徹平 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾃｯﾍﾟｲ JPN 山形 米沢中央高

小林　茂樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｷ JPN 山形 米沢中央高

松元　航 ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾀﾙ JPN 山形 米沢中央高

門馬　健大 ﾓﾝﾏ ｹﾝﾀ JPN 宮城 利府高

小原　洋平 ｵﾊﾞﾗ ﾖｳﾍｲ JPN 宮城 利府高

及川　佑太 ｵｲｶﾜ ﾕｳﾀ JPN 宮城 利府高

横田　良輔 ﾖｺﾀ ﾘｮｳｽｹ JPN 宮城 利府高

熊谷　修良 ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ JPN 宮城 利府高

藤田　凌介 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ JPN 宮城 利府高

高橋　宗司 ﾀｶﾊｼ ｿｳｼ JPN 宮城 利府高

舟田　直生 ﾌﾅﾀﾞ ﾅｵ JPN 福島 若松商業高

内田　皓大 ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ JPN 東京 早稲田実業高

佐藤　亮介 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ JPN 東京 早稲田実業高

田中　翔大 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀﾞｲ JPN 東京 早稲田実業高

久保　福元 ｸﾎﾞ ﾌｸﾄ JPN 東京 早稲田実業高

藤田　悠平 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾍｲ JPN 東京 早稲田実業高

遠藤　翼 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ JPN 東京 早稲田実業高

駒田　将一 ｺﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ JPN 東京 早稲田実業高

舘小路　晃史 ﾀﾃｺｳｼﾞ ｱｷﾌﾐ JPN 東京 早稲田実業高



【ｼﾞｭﾆｱ女子5000m】

氏名 フリガナ 国記号 陸協 所属

森　彩夏 ﾓﾘ ｱﾔｶ JPN 兵庫 須磨学園高

小原　怜 ｵﾊﾗ ﾚｲ JPN 岡山 興譲館高

伊藤　紋 ｲﾄｳ ｱﾔ JPN 京都 立命館宇治高

松村　厚子 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾂｺ JPN 群馬 常磐高

池田　絵里香 ｲｹﾀﾞ ｴﾘｶ JPN 熊本 千原台高

二宮　悠希乃 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｷﾉ JPN 愛知 豊川高

夏原　育美 ﾅﾂﾊﾗ ｲｸﾐ JPN 京都 立命館宇治高

中道　早紀 ﾅｶﾐﾁ ｻｷ JPN 兵庫 須磨学園高

久保木　亜衣 ｸﾎﾞｷ ｱｲ JPN 岡山 興譲館高

小平　万莉 ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ JPN 福島 会津農林高

佐久間　捺美 ｻｸﾏ ﾅﾂﾐ JPN 福島 会津農林高

佐野　歩美 ｻﾉ ｱﾕﾐ JPN 福島 会津農林高

森山　眞耶 ﾓﾘﾔﾏ ﾏﾔ JPN 秋田 秋田中央高

佐々木　舞 ｻｻｷ ﾏｲ JPN 秋田 秋田中央高

尾身　芹香 ｵﾐ ｾﾘｶ JPN 神奈川 麻溝台高

小松　悠理香 ｺﾏﾂ ﾕﾘｶ JPN 神奈川 麻溝台高

天野　知美 ｱﾏﾉ ﾄﾓﾐ JPN 神奈川 麻溝台高

鹿島　ひとみ ｶｼﾏ ﾋﾄﾐ JPN 神奈川 麻溝台高

濱谷　恵莉 ﾊﾏﾀﾆ ｴﾘ JPN 神奈川 麻溝台高

藤平　里子 ﾌｼﾞﾋﾗ ﾘｺ JPN 神奈川 麻溝台高

高橋　望 ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ JPN 福島 安達高

松本　夏希 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ JPN 福島 安達高

渡辺　紗矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔ JPN 福島 安達高

菅野　里穂 ｶﾝﾉ ﾘﾎ JPN 福島 安達高

泉　麻友 ｲｽﾞﾐ ﾏﾕ JPN 福島 安達高

根本　里奈 ﾈﾓﾄ ﾘﾅ JPN 福島 安達高

遠藤　里沙 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｻ JPN 福島 安達高

斎藤　あかね ｻｲﾄｳ ｱｶﾈ JPN 福島 安達高

堀内　亜美 ﾎﾘｳﾁ ｱﾐ JPN 千葉 我孫子高

朝日　千明 ｱｻﾋ ﾁｱｷ JPN 千葉 我孫子高

橋本　由希子 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷｺ JPN 千葉 我孫子高

増田　幸絵 ﾏｽﾀﾞ ﾕｷｴ JPN 千葉 我孫子高

小池　志穂 ｺｲｹ ｼﾎ JPN 千葉 我孫子高

宮成　美妃 ﾐﾔﾅﾘ ﾐｷ JPN 千葉 我孫子高

狩野　くるみ ｶﾘﾉ ｸﾙﾐ JPN 千葉 我孫子高

三和　空美子 ﾐﾜ ｸﾐｺ JPN 千葉 我孫子高



山田　燿美 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾙﾐ JPN 愛知 惟信高

山田　ありさ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾘｻ JPN 愛知 惟信高

野原　水紀 ﾉﾊﾗ ﾐｽﾞｷ JPN 千葉 市川高

川口　晃奈 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷﾅ JPN 千葉 市川高

木村　真里重 ｷﾑﾗ ﾏﾘｴ JPN 千葉 市川高

渡邉　眞由美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ JPN 埼玉 伊奈学園総合高

近藤　彩乃 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ JPN 福島 いわき総合高

蛭田　あゆみ ﾋﾙﾀ ｱﾕﾐ JPN 福島 いわき総合高

田代　響子 ﾀｼﾛ ｷｮｳｺ JPN 福島 いわき総合高

三浦　紗耶加 ﾐｳﾗ ｻﾔｶ JPN 福島 いわき総合高

三浦　和佳奈 ﾐｳﾗ ﾜｶﾅ JPN 福島 いわき総合高

水竹　理愛 ﾐｽﾞﾀｹ ﾘｴ JPN 福島 いわき総合高

相川　紗耶花 ｱｲｶﾜ ｻﾔｶ JPN 福島 いわき総合高

安田　早紀 ﾔｽﾀﾞ ｻｷ JPN 福島 いわき総合高

上遠野　稚日 ｶﾄｳﾉ ﾁﾊﾙ JPN 福島 いわき総合高

折原　真紀 ｵﾘﾊﾗ ﾏｷ JPN 福島 いわき総合高

榎本　栞 ｴﾉﾓﾄ ｼｵﾘ JPN 埼玉 浦和商業高

木村　美菜 ｷﾑﾗ ﾐﾅ JPN 埼玉 浦和商業高

矢野　充実 ﾔﾉ ｱﾐ JPN 千葉 桜林高

宮本　美希 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷ JPN 千葉 小見川高

大澤　茉衣子 ｵｵｻﾜ ﾏｲｺ JPN 和歌山 海南高

木下　詩織 ｷﾉｼﾀ ｼｵﾘ JPN 和歌山 海南高

増田　有里子 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾘｺ JPN 東京 学習院女子中高等科

入沢　七海 ｲﾘｻﾜ ﾅﾅﾐ JPN 東京 学習院女子中高等科

大谷　眞未 ｵｵﾀﾆ ﾏﾐ JPN 東京 学習院女子中高等科

渡津　安日花 ﾜﾀﾂﾞ ｱｽｶ JPN 東京 学習院女子中高等科

吉川　由華 ﾖｼｶﾜ ﾕｶ JPN 東京 学習院女子中高等科

鈴木　千香子 ｽｽﾞｷ ﾁｶｺ JPN 福島 学法石川高

遠藤　菜央 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵ JPN 福島 学法石川高

菊池　由衣 ｷｸﾁ ﾕｲ JPN 福島 学法石川高

立原　しおり ﾀﾁﾊﾗ ｼｵﾘ JPN 福島 学法石川高

泉川　瑞季 ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾐｽﾞｷ JPN 福島 学法石川高

吉田　美裕紀 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ JPN 福島 学法石川高

小林　美穂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ JPN 福島 学法石川高

国井　琴乃 ｸﾆｲ ｺﾄﾉ JPN 福島 学法石川高

水野　里美 ﾐｽﾞﾉ ｻﾄﾐ JPN 福島 学法石川高

釘尾　実来 ｸｷﾞｵ ﾐｸ JPN 佐賀 鹿島実業高

三好　梓 ﾐﾖｼ ｱｽﾞｻ JPN 千葉 柏中央高



新谷　光 ｼﾝﾀﾆ ﾋｶﾙ JPN 千葉 柏中央高

竹田　結実 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾐ JPN 千葉 柏南高

宮口　瞳 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ JPN 千葉 柏南高

佐々木　知穂 ｻｻｷ ﾁﾎ JPN 千葉 柏南高

馬渡　みどり ﾏﾜﾀﾘ ﾐﾄﾞﾘ JPN 千葉 柏南高

飯田　千恵 ｲｲﾀﾞ ﾁｴ JPN 千葉 柏南高

髙橋　奏子 ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ JPN 埼玉 春日部東高

桒原　佳子 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖｼｺ JPN 埼玉 春日部東高

玉木　美帆 ﾀﾏｷ ﾐﾎ JPN 埼玉 春日部東高

藤原　美穂 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾎ JPN 埼玉 春日部東高

山宮　楓 ﾔﾏﾐﾔ ｶｴﾃﾞ JPN 埼玉 春日部東高

瀬戸　麻子 ｾﾄ ｱｻｺ JPN 石川 金沢商業高

小出　美織 ｺｲﾃﾞ ﾐｵﾘ JPN 石川 金沢商業高

古永　紗江 ﾌﾙｴ ｻｴ JPN 石川 金沢商業高

松尾　理穂 ﾏﾂｵ ﾘﾎ JPN 千葉 鎌ｹ谷高

田村　奈緒 ﾀﾑﾗ ﾅｵ JPN 山形 上山明新館高

中原　真央 ﾅｶﾊﾗ ﾏｵ JPN 山形 上山明新館高

國井　香菜 ｸﾆｲ ｶﾅ JPN 山形 上山明新館高

佐藤　史織 ｻﾄｳ ｼｵﾘ JPN 山形 上山明新館高

青木　友貴 ｱｵｷ ﾕｳｷ JPN 山形 上山明新館高

阿部　瑞樹 ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｷ JPN 山形 上山明新館高

沼澤　麻以 ﾇﾏｻﾞﾜ ﾏｲ JPN 山形 上山明新館高

萩生田　千紗 ﾊｷﾞｳﾀﾞ ﾁｻ JPN 山形 上山明新館高

深瀬　真菜 ﾌｶｾ ﾏﾅ JPN 山形 上山明新館高

横尾　つばさ ﾖｺｵ ﾂﾊﾞｻ JPN 山形 上山明新館高

関　修子 ｾｷ ｼｭｳｺ JPN 山形 上山明新館高

木村　奈津子 ｷﾑﾗ ﾅﾂｺ JPN 山形 上山明新館高

廣谷　望 ﾋﾛﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ JPN 山形 上山明新館高

栗原　朋子 ｸﾘﾊﾗ ﾄﾓｺ JPN 埼玉 川口北高

古澤　彩夏 ﾌﾙｻﾜ ｱﾔｶ JPN 埼玉 川口北高

河島　聡美 ｶﾜｼﾏ ｻﾄﾐ JPN 埼玉 川口北高

恩幣　恵里子 ｵﾝﾍﾞ ｴﾘｺ JPN 埼玉 川口北高

伊藤　美帆子 ｲﾄｳ ﾐﾎｺ JPN 埼玉 川口北高

奥津　真由美 ｵｸﾂ ﾏﾕﾐ JPN 神奈川 川和高

松崎　愛子 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲｺ JPN 福岡 北九州市立高

友枝　那奈美 ﾄﾓｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ JPN 福岡 北九州市立高

日高　侑紀 ﾋﾀﾞｶ ﾕｷ JPN 福岡 北九州市立高

中尾　千明 ﾅｶｵ ﾁｱｷ JPN 福岡 北九州市立高



宮本　淳美 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾐ JPN 福岡 北九州市立高

小川　桃 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓ JPN 福岡 北九州市立高

岩坪　愛里 ｲﾜﾂﾎﾞ ｱｲﾘ JPN 福岡 北九州市立高

浅野　里奈 ｱｻﾉ ﾘﾅ JPN 岐阜 岐阜商業高

小森　麻衣 ｺﾓﾘ ﾏｲ JPN 岐阜 岐阜商業高

横山　裕理江 ﾖｺﾔﾏ ﾕﾘｴ JPN 岐阜 岐阜商業高

神部　千晴 ｶﾝﾍﾞ ﾁﾊﾙ JPN 埼玉 久喜高

喜田　以杏 ｷﾀ ｲｱﾝ JPN 埼玉 久喜高

吉田　梓 ﾖｼﾀﾞ ｱｽﾞｻ JPN 埼玉 久喜高

石川　麻衣 ｲｼｶﾜ ﾏｲ JPN 埼玉 久喜高

芹沢　祐実 ｾﾘｻﾞﾜ ﾕﾐ JPN 埼玉 久喜高

深代　遥 ﾌｶﾀﾞｲ ﾊﾙｶ JPN 埼玉 久喜高

榊　にいな ｻｶｷ ﾆｲﾅ JPN 東京 国立高

木村　奈津子 ｷﾑﾗ ﾅﾂｺ JPN 東京 国立高

矢島　早紀 ﾔｼﾞﾏ ｻｷ JPN 埼玉 熊谷女子高

柴田　千歳 ｼﾊﾞﾀ ﾁﾄｾ JPN 埼玉 熊谷女子高

雨宮　友紀 ｱﾒﾐﾔ ﾕｷ JPN 埼玉 熊谷女子高

岡田　久美子 ｵｶﾀﾞ ｸﾐｺ JPN 埼玉 熊谷女子高

佐藤　茉侑 ｻﾄｳ ﾏﾕ JPN 埼玉 熊谷女子高

堤　愛華 ﾂﾂﾐ ｱｲｶ JPN 岡山 興譲館高

友野　杏梨 ﾄﾓﾉ ｱﾝﾘ JPN 岡山 興譲館高

山岸　さくら ﾔﾏｷﾞｼ ｻｸﾗ JPN 岡山 興譲館高

赤松　弘佳 ｱｶﾏﾂ ﾋﾛｶ JPN 岡山 興譲館高

赤松　眞弘 ｱｶﾏﾂ ﾏﾋﾛ JPN 岡山 興譲館高

加上　茉波 ｶｳｴ ﾏﾅﾐ JPN 岡山 興譲館高

戸田　理惠 ﾄﾀﾞ ﾘｴ JPN 岡山 興譲館高

二川　鈴子 ﾆｶﾜ ｽｽﾞｺ JPN 岡山 興譲館高

秋和　真澄 ｱｷﾜ ﾏｽﾐ JPN 東京 国士舘高

冨田　貴織 ﾄﾐﾀ ｷｵﾘ JPN 東京 国士舘高

大木　千種 ｵｵｷ ﾁｸﾞｻ JPN 東京 国士舘高

木村　菜摘 ｷﾑﾗ ﾅﾂﾐ JPN 東京 国士舘高

廣田　舞 ﾋﾛﾀ ﾏｲ JPN 東京 国士舘高

木村　優穂 ｷﾑﾗ ﾕﾎ JPN 東京 国士舘高

中谷　梨絵 ﾅｶﾔ ﾘｴ JPN 東京 国士舘高

戸村　真智 ﾄﾑﾗ ﾏﾁ JPN 埼玉 越ｹ谷高

齊藤　真衣子 ｻｲﾄｳ ﾏｲｺ JPN 埼玉 越ｹ谷高

金親　菜穂 ｶﾈｵﾔ ﾅﾎ JPN 千葉 佐倉高

五十嵐　由美 ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾐ JPN 福井 鯖江高



石本　陽 ｲｼﾓﾄ ﾖｳ JPN 福井 鯖江高

髙嶋　愛 ﾀｶｼﾏ ﾒｸﾞﾐ JPN 福井 鯖江高

谷町　衣里奈 ﾀﾆﾏﾁ ｴﾘﾅ JPN 福井 鯖江高

村上　貴愛 ﾑﾗｶﾐ ｷｴ JPN 福井 鯖江高

渡邉　真紗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻ JPN 福井 鯖江高

鹿野　桃佳 ｼｶﾉ ﾓﾓｶ JPN 千葉 佐原高

大山　まどか ｵｵﾔﾏ ﾏﾄﾞｶ JPN 千葉 佐原高

根本　亜弓 ﾈﾓﾄ ｱﾕﾐ JPN 千葉 佐原高

永井　千尋 ﾅｶﾞｲ ﾁﾋﾛ JPN 千葉 佐原白楊高

岡澤　真奈美 ｵｶｻﾞﾜ ﾏﾅﾐ JPN 千葉 佐原白楊高

金親　奈美 ｶﾈｵﾔ ﾅﾐ JPN 千葉 佐原白楊高

吉田　美咲 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ JPN 新潟 三条高

藤石　佳奈子 ﾌｼﾞｲｼ ｶﾅｺ JPN 新潟 三条高

大箭　芽衣 ｵｵﾔ ﾒｲ JPN 新潟 三条高

平林　慧 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲ JPN 静岡 静岡高

伊藤　麻希 ｲﾄｳ ﾏｷ JPN 静岡 静岡高

塚本　美帆 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾎ JPN 静岡 静岡高

石田　侑里 ｲｼﾀﾞ ﾕﾘ JPN 静岡 静岡高

大畑　有緒 ｵｵﾊﾀ ﾘｵ JPN 静岡 静岡高

木村　智美 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾐ JPN 静岡 清水南高

榎　香穂 ｴﾉｷ ｶﾎ JPN 静岡 清水南高

平岡　真帆 ﾋﾗｵｶ ﾏﾎ JPN 静岡 清水南高

丸山　みなみ ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾅﾐ JPN 静岡 清水南高

小島　千怜 ｺｼﾞﾏ ﾁｻﾄ JPN 東京 修徳高

髙橋　慧子 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｺ JPN 東京 修徳高

有辺　智香子 ｱﾘﾍﾞ ﾁｶｺ JPN 兵庫 夙川学院高

後藤　沙莉 ｺﾞﾄｳ ｻﾘ JPN 兵庫 夙川学院高

長谷場　仁美 ﾊｾﾊﾞ ﾋﾄﾐ JPN 兵庫 夙川学院高

真鍋　愛香恵 ﾏﾅﾍﾞ ｱｶｴ JPN 兵庫 夙川学院高

泉山　友里 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾕﾘ JPN 兵庫 夙川学院高

武田　尚衣 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｲ JPN 兵庫 夙川学院高

宮武　亜希 ﾐﾔﾀｹ ｱｷ JPN 兵庫 夙川学院高

小木曽　史 ｺｷﾞｿ ﾌﾐ JPN 愛知 淑徳高

鈴木　萌未 ｽｽﾞｷ ﾓｴﾐ JPN 愛知 淑徳高

松原　真実子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾐｺ JPN 愛知 淑徳高

麻生　孝瑛 ｱｿｳ ﾀｶｴ JPN 東京 順天高

伊藤　奏 ｲﾄｳ ｶﾅﾃﾞ JPN 東京 順天高

関原　彩賀 ｾｷﾊﾗ ｱﾔｶ JPN 東京 順天高



渡辺　美保 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ JPN 東京 順天高

今野　陽子 ｺﾝﾉ ﾖｳｺ JPN 千葉 城西国際大

中村　萌乃 ﾅｶﾑﾗ ﾓｴﾉ JPN 千葉 城西国際大

田中　ももよ ﾀﾅｶ ﾓﾓﾖ JPN 東京 上水高

野呂　知代 ﾉﾛ ﾄﾓﾖ JPN 東京 上水高

藤原　麗 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｲ JPN 東京 上水高

若林　萌 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ JPN 千葉 昭和学院高

黒沢　菜央 ｸﾛｻﾜ ﾅｵ JPN 千葉 昭和学院高

山田　瞳 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ JPN 広島 如水館高

岡野　良美 ｵｶﾉ ﾖｼﾐ JPN 広島 如水館高

長田　優菜 ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾅ JPN 広島 如水館高

迫田　衿香 ｻｺﾀﾞ ｴﾘｶ JPN 広島 如水館高

新谷　佑美 ｼﾝﾀﾆ ﾕﾐ JPN 広島 如水館高

吉村　実智 ﾖｼﾑﾗ ﾐｻﾄ JPN 千葉 市立船橋高

岩瀬　萌花 ｲﾜｾ ﾓｴｶ JPN 千葉 市立船橋高

福井　真鈴 ﾌｸｲ ﾏﾘﾝ JPN 千葉 市立船橋高

斎藤　晶紀 ｻｲﾄｳ ｱｷ JPN 千葉 市立船橋高

津田　真衣 ﾂﾀﾞ ﾏｲ JPN 千葉 市立船橋高

松崎　璃子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ JPN 千葉 市立船橋高

山中　舞子 ﾔﾏﾅｶ ﾏｲｺ JPN 千葉 市立船橋高

鈴木　菜見子 ｽｽﾞｷ ﾅﾐｺ JPN 千葉 市立船橋高

坂本　瑛奈 ｻｶﾓﾄ ｴﾅ JPN 千葉 市立船橋高

近藤　なつみ ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ JPN 千葉 市立船橋高

鈴木　悠里香 ｽｽﾞｷ ﾕﾘｶ JPN 千葉 市立船橋高

財津　絵美 ｻﾞｲﾂ ｴﾐ JPN 千葉 市立船橋高

富村　暢恵 ﾄﾐﾑﾗ ﾉﾌﾞｴ JPN 千葉 市立船橋高

平　友美 ﾀｲﾗ ﾄﾓﾐ JPN 千葉 市立船橋高

平井　見奈 ﾋﾗｲ ﾐﾅ JPN 佐賀 白石高

前田　彩里 ﾏｴﾀﾞ ｻｲﾘ JPN 熊本 熊本信愛女学院高

西　真衣香 ﾆｼ ﾏｲｶ JPN 熊本 熊本信愛女学院高

川上　夏紀 ｶﾜｶﾐ ﾅﾂｷ JPN 兵庫 須磨学園高

林　美樹 ﾊﾔｼ ﾐｷ JPN 兵庫 須磨学園高

岡部　萌 ｵｶﾍﾞ ﾓｴ JPN 兵庫 須磨学園高

中新井　美波 ﾅｶｱﾗｲ ﾐﾅﾐ JPN 兵庫 須磨学園高

藪下　明音 ﾔﾌﾞｼﾀ ｱｶﾈ JPN 兵庫 須磨学園高

池田　睦美 ｲｹﾀﾞ ﾑﾂﾐ JPN 兵庫 須磨学園高

湯田　佐枝子 ﾕﾀﾞ ｻｴｺ JPN 兵庫 須磨学園高

小池　望 ｺｲｹ ﾉｿﾞﾐ JPN 長野 諏訪ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ



増田　千夏 ﾏｽﾀﾞ ﾁﾅﾂ JPN 茨城 聖徳大学附属聖徳高

北爪　史甫 ｷﾀﾂﾞﾒ ﾌﾐﾎ JPN 茨城 聖徳大学附属聖徳高

神田　有里江 ｶﾝﾀﾞ ﾕﾘｴ JPN 茨城 聖徳大学附属聖徳高

倉岡　美季 ｸﾗｵｶ ﾐｷ JPN 茨城 聖徳大学附属聖徳高

杉山　知巳 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾐ JPN 茨城 聖徳大学附属聖徳高

中田　絵美 ﾅｶﾀ ｴﾐ JPN 茨城 聖徳大学附属聖徳高

野村　沙也香 ﾉﾑﾗ ｻﾔｶ JPN 茨城 聖徳大学附属聖徳高

松田　葵 ﾏﾂﾀﾞ ｱｵｲ JPN 千葉 専修大学松戸高

宮崎　恵理 ﾐﾔｻﾞｷ ｴﾘ JPN 千葉 専修大学松戸高

石川　未紗 ｲｼｶﾜ ﾐｻ JPN 千葉 専修大学松戸高

木本　茜緒 ｷﾓﾄ ﾍﾞﾆｵ JPN 東京 大東文化大学第一高

畑山　明子 ﾊﾀﾔﾏ ｱｷｺ JPN 大阪 ﾀﾞｲﾊﾂ

伊藤　リカ子 ｲﾄｳ ﾘｶｺ JPN 宮城 多賀城高

大久保　智香 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓｶ JPN 宮城 多賀城高

蝦名　美穂 ｴﾋﾞﾅ ﾐﾎ JPN 宮城 多賀城高

熊谷　美津希 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ JPN 宮城 多賀城高

佐藤　琢美 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ JPN 山形 高畠高

嶋貫　華絵 ｼﾏﾇｷ ﾊﾅｴ JPN 山形 高畠高

田中　安也子 ﾀﾅｶ ｱﾔｺ JPN 東京 拓殖大学第一高

宮崎　志歩 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾎ JPN 東京 拓殖大学第一高

大槻　みちる ｵｵﾂｷ ﾐﾁﾙ JPN 東京 拓殖大学第一高

菅野　真由 ｽｶﾞﾉ ﾏﾕ JPN 東京 拓殖大学第一高

金田　麻希 ｶﾅﾀﾞ ﾏｷ JPN 愛知 田口高

濱野　まり子 ﾊﾏﾉ ﾏﾘｺ JPN 神奈川 橘高

新井　彩茄 ｱﾗｲ ｻﾔｶ JPN 神奈川 橘高

佐々木　春菜 ｻｻｷ ﾊﾙﾅ JPN 神奈川 橘高

中井　直美 ﾅｶｲ ﾅｵﾐ JPN 神奈川 橘高

吉永　菜々 ﾖｼﾅｶﾞ ﾅﾅ JPN 神奈川 橘高

菊地　菜津美 ｷｸﾁ ﾅﾂﾐ JPN 福島 田村高

鈴木　柚有 ｽｽﾞｷ ﾕｳ JPN 福島 田村高

中島　いづみ ﾅｶｼﾞﾏ ｲﾂﾞﾐ JPN 福島 田村高

黒澤　美咲 ｸﾛｻﾜ ﾐｻｷ JPN 福島 田村高

佐藤　美紀 ｻﾄｳ ﾐｷ JPN 福島 田村高

菊地　美希 ｷｸﾁ ﾐｷ JPN 福島 田村高

佐々木　真子 ｻｻｷ ﾏｺ JPN 福島 田村高

佐瀬　智美 ｻｾﾞ ﾄﾓﾐ JPN 福島 田村高

佐藤　茜 ｻﾄｳ ｱｶﾈ JPN 福島 田村高

田村　飛鳥 ﾀﾑﾗ ｱｽｶ JPN 福島 田村高



影山　未怜 ｶｹﾞﾔﾏ ﾐｻﾄ JPN 福島 田村高

安部　美幸 ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ JPN 福島 田村高

渡部　咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ JPN 福島 田村高

中村　紀子 ﾅｶﾑﾗ ｷｺ JPN 福岡 筑紫女学園高

永倉　ゆか ﾅｶﾞｸﾗ ﾕｶ JPN 福岡 筑紫女学園高

松村　雪絵 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷｴ JPN 福岡 筑紫女学園高

三井　綾子 ﾐﾂｲ ｱﾔｺ JPN 福岡 筑紫女学園高

髙藤　千紘 ﾀｶﾄｳ ﾁﾋﾛ JPN 福岡 筑紫女学園高

青木　優子 ｱｵｷ ﾕｳｺ JPN 福岡 筑紫女学園高

山本　恵理 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ JPN 福岡 筑紫女学園高

上野　由香子 ｳｴﾉ ﾕｶｺ JPN 熊本 千原台高

小林　千絵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴ JPN 千葉 千葉黎明高

亀山　絵未 ｶﾒﾔﾏ ｴﾐ JPN 長野 東海大学付属第三高

福澤　奈津美 ﾌｸｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ JPN 長野 東海大学付属第三高

米山　美穂 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾎ JPN 長野 東海大学付属第三高

青木　菜摘 ｱｵｷ ﾅﾂﾐ JPN 長野 東海大学付属第三高

加藤　愛澄 ｶﾄｳ ｱｽﾞﾐ JPN 千葉 東海大望洋高

麻生　友季子 ｱｿｳ ﾕｷｺ JPN 千葉 東海大望洋高

中村　みづき ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ JPN 千葉 東海大望洋高

小倉　千亜紀 ｵｸﾞﾗ ﾁｱｷ JPN 千葉 東海大望洋高

伊東　美加 ｲﾄｳ ﾐｶ JPN 千葉 東金商業高

高橋　香純 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾐ JPN 新潟 東京学館新潟高

目黒　涼子 ﾒｸﾞﾛ ﾘｮｳｺ JPN 新潟 東京学館新潟高

長谷川　友美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ JPN 新潟 東京学館新潟高

武藤　眞実 ﾑﾄｳ ﾏﾐ JPN 新潟 東京学館新潟高

小林　彩夏 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ JPN 新潟 東京学館新潟高

小泉　直子 ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵｺ JPN 新潟 東京学館新潟高

渡部　絵理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ JPN 新潟 東京学館新潟高

秋山　澪 ｱｷﾔﾏ ﾚｲ JPN 新潟 東京学館新潟高

須藤　直美 ｽﾄﾞｳ ﾅｵﾐ JPN 東京 東京高

川村　璃里 ｶﾜﾑﾗ ﾘﾘ JPN 宮城 東北高

加藤　美有 ｶﾄｳ ﾐﾕ JPN 宮城 東北高

早川　由姫 ﾊﾔｶﾜ ﾕｷ JPN 群馬 常磐高

高山　さつき ﾀｶﾔﾏ ｻﾂｷ JPN 群馬 常磐高

片貝　洋美 ｶﾀｶﾞｲ ﾋﾛﾐ JPN 群馬 常磐高

横沢　永奈 ﾖｺｻﾞﾜ ｴｲﾅ JPN 群馬 常磐高

関口　繭華 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾕｶ JPN 群馬 常磐高

佐藤　詩歩 ｻﾄｳ ｼﾎ JPN 群馬 常磐高



田代　涼 ﾀｼﾛ ﾘｮｳ JPN 静岡 常葉学園菊川高

鈴木　絵里加 ｽｽﾞｷ ｴﾘｶ JPN 静岡 常葉学園菊川高

市川　涼香 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳｶ JPN 静岡 常葉学園菊川高

中川　萌恵 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓｴ JPN 静岡 常葉学園菊川高

原田　夏美 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂﾐ JPN 静岡 常葉学園菊川高

植田　佳代 ｳｴﾀﾞ ｶﾖ JPN 静岡 常葉学園菊川高

宍戸　美月 ｼｼﾄﾞ ﾐﾂﾞｷ JPN 静岡 常葉学園菊川高

大庭　亜紗実 ｵｵﾊﾞ ｱｻﾐ JPN 静岡 常葉学園菊川高

塚本　あかね ﾂｶﾓﾄ ｱｶﾈ JPN 静岡 常葉学園菊川高

木戸　小春 ｷﾄﾞ ｺﾊﾙ JPN 静岡 常葉学園菊川高

竹内　有美佳 ﾀｹｳﾁ ﾕﾐｶ JPN 静岡 常葉学園菊川高

佐野　知美 ｻﾉ ﾄﾓﾐ JPN 静岡 常葉学園菊川高

横馬　岬 ﾖｺｳﾏ ﾐｻｷ JPN 静岡 常葉学園菊川高

小泉　佳澄 ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾐ JPN 静岡 常葉学園菊川高

萩原　歩美 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕﾐ JPN 静岡 常葉学園菊川高

森重　さくら ﾓﾘｼｹﾞ ｻｸﾗ JPN 静岡 常葉学園菊川高

松下　麻衣 ﾏﾂｼﾀ ﾏｲ JPN 静岡 常葉学園菊川高

福世　愛 ﾌｸﾖ ｱｲ JPN 静岡 常葉学園菊川高

鈴木　栞奈 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾅ JPN 静岡 常葉学園菊川高

安間　光里 ｱﾝﾏ ﾐｻﾄ JPN 静岡 常葉学園菊川高

竹田　沙織 ﾀｹﾀﾞ ｻｵﾘ JPN 静岡 常葉学園橘高

浅野　恵利香 ｱｻﾉ ｴﾘｶ JPN 静岡 常葉学園橘高

森口　芽依 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾒｲ JPN 静岡 常葉学園橘高

森　くるみ ﾓﾘ ｸﾙﾐ JPN 静岡 常葉学園橘高

黒瀬　麻未 ｸﾛｾ ﾏﾐ JPN 静岡 常葉学園橘高

上野　真理子 ｳｴﾉ ﾏﾘｺ JPN 千葉 富里高

松井　望 ﾏﾂｲ ﾉｿﾞﾐ JPN 千葉 富里高

田中　淳子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ JPN 千葉 富里高

三角　理恵 ﾐｽﾐ ﾘｴ JPN 千葉 富里高

篠塚　永 ｼﾉﾂｶ ﾊﾙｶ JPN 千葉 富里高

飯田　奏 ｲｲﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ JPN 千葉 富里高

小根山　瑞稀 ｵﾈﾔﾏ ﾐｽﾞｷ JPN 千葉 富里高

内田　美香 ｳﾁﾀﾞ ﾐｶ JPN 千葉 富里高

森　英利香 ﾓﾘ ｴﾘｶ JPN 富山 富山商業高

須河　沙央理 ｽｶﾞﾜ ｻｵﾘ JPN 富山 富山商業高

梅原　凌 ｳﾒﾊﾗ ｼﾉ JPN 富山 富山商業高

山田　美紀 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ JPN 富山 富山商業高

加藤　麻美 ｶﾄｳ ｱｻﾐ JPN 愛知 豊川高



伊澤　菜々花 ｲｻﾞﾜ ﾅﾅｶ JPN 愛知 豊川高

大須賀　理紗 ｵｵｽｶ ﾘｻ JPN 愛知 豊川高

下村　環加 ｼﾓﾑﾗ ﾜｶ JPN 愛知 豊川高

鈴木　千陽 ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ JPN 愛知 豊川高

鈴木　美乃里 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ JPN 愛知 豊川高

鷲見　咲也加 ｽﾐ ｻﾔｶ JPN 愛知 豊川高

松平　結奈 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾕｲﾅ JPN 愛知 豊川高

小柳津　早紀 ｵﾔｲﾂﾞ ｻｷ JPN 愛知 豊川高

永田　あや ﾅｶﾞﾀ ｱﾔ JPN 千葉 豊田自動織機

湯沢　千奈美 ﾕｻﾞﾜ ﾁﾅﾐ JPN 長野 長野日大高

池田　夏菜子 ｲｹﾀﾞ ｶﾅｺ JPN 長野 長野日大高

春日　葉月 ｶｽｶﾞ ﾊﾂﾞｷ JPN 長野 長野日大高

豊岡　明日美 ﾄﾖｵｶ ｱｽﾐ JPN 長野 長野日大高

渡部　智美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ JPN 長野 長野日大高

八木　緋夏莉 ﾔｷﾞ ﾋｶﾘ JPN 長野 長野日大高

割田　有貴 ﾜﾘﾀ ﾕｷ JPN 長野 長野日大高

割田　麻紀 ﾜﾘﾀ ﾏｷ JPN 長野 長野日大高

小田切　亜希 ｵﾀｷﾞﾘ ｱｷ JPN 長野 長野東高

西澤　美春 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾊﾙ JPN 長野 長野東高

加藤　未有 ｶﾄｳ ﾐｳ JPN 長野 長野東高

島田　怜奈 ｼﾏﾀﾞ ﾚｲﾅ JPN 長野 長野東高

渋澤　真理 ｼﾌﾞｻﾜ ﾏﾘ JPN 長野 長野東高

鳥羽　詩織 ﾄﾊﾞ ｼｵﾘ JPN 長野 長野東高

牛越　あかね ｳｼｺｼ ｱｶﾈ JPN 長野 長野東高

篠田　美樹 ｼﾉﾀﾞ ﾐｷ JPN 長野 長野東高

小島　捺月 ｺｼﾞﾏ ﾅﾂｷ JPN 長野 長野東高

永井　利香 ﾅｶﾞｲ ﾘｶ JPN 長野 長野東高

宮林　侑梨 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ JPN 長野 長野東高

西澤　千春 ﾆｼｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ JPN 長野 長野東高

下門　美春 ｼﾓｶﾄﾞ ﾐﾊﾙ JPN 栃木 那須拓陽高

森　麻菜美 ﾓﾘ ﾏﾅﾐ JPN 栃木 那須拓陽高

大島　愛実 ｵｵｼﾏ ﾒｸﾞﾐ JPN 栃木 那須拓陽高

阿久津　まどか ｱｸﾂ ﾏﾄﾞｶ JPN 栃木 那須拓陽高

阿部　沙香 ｱﾍﾞ ｻﾔｶ JPN 栃木 那須拓陽高

沼尾　葉月 ﾇﾏｵ ﾊﾂﾞｷ JPN 栃木 那須拓陽高

泉田　仁美 ｲｽﾞﾐﾀ ﾋﾄﾐ JPN 栃木 那須拓陽高

森田　美友紀 ﾓﾘﾀ ﾐﾕｷ JPN 千葉 成田高

米山　恵莉香 ｺﾒﾔﾏ ｴﾘｶ JPN 千葉 成田高



佐伯　知波 ｻｴｷ ﾁﾅﾐ JPN 千葉 成田高

萩原　安那 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾝﾅ JPN 千葉 成田高

篠塚　麻衣 ｼﾉﾂﾞｶ ﾏｲ JPN 千葉 成田高

伊藤　恵美 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ JPN 千葉 成田高

瀧田　千晶 ﾀｷﾀ ﾁｱｷ JPN 千葉 成東高

徳倉　光萌 ﾄｸｸﾗ ﾐﾓｴ JPN 千葉 成東高

白滝　成美 ｼﾗﾀｷ ﾅﾙﾐ JPN 山梨 韮崎高

大沢　由富子 ｵｵｻﾜ ﾕｳｺ JPN 山梨 韮崎高

有泉　千佳 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾁｶ JPN 山梨 韮崎高

田中　花歩 ﾀﾅｶ ｶﾎ JPN 山梨 韮崎高

岡村　みずき ｵｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ JPN 山梨 韮崎高

山田　智恵 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｴ JPN 山梨 韮崎高

神取　由香 ｶﾝﾄﾞﾘ ﾕｶ JPN 山梨 韮崎高

内田　好美 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾐ JPN 山梨 韮崎高

佐藤　光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ JPN 山梨 韮崎高

小泉　友莉菜 ｺｲｽﾞﾐ ﾕﾘﾅ JPN 山梨 韮崎高

鈴木　詩恵里 ｽｽﾞｷ ｼｴﾘ JPN 栃木 白鴎大学足利高

柴崎　妃乙美 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｷｵﾐ JPN 栃木 白鴎大学足利高

石塚　亜友美 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾕﾐ JPN 栃木 白鴎大学足利高

中里　絵美 ﾅｶｻﾞﾄ ｴﾐ JPN 栃木 白鴎大学足利高

生井　香緒里 ﾅﾏｲ ｶｵﾘ JPN 栃木 白鴎大学足利高

藍場　のぞみ ｱｲﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ JPN 栃木 白鴎大学足利高

阿部　瑶子 ｱﾍﾞ ﾖｳｺ JPN 栃木 白鴎大学足利高

杉田　真理 ｽｷﾞﾀ ﾏﾘ JPN 栃木 白鴎大学足利高

野原　智映 ﾉﾊﾗ ﾄﾓｴ JPN 栃木 白鴎大学足利高

植木　杏実 ｳｴｷ ｱｽﾞﾐ JPN 神奈川 白鵬女子高

河口　文 ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾔ JPN 神奈川 白鵬女子高

尾形　ひとみ ｵｶﾞﾀ ﾋﾄﾐ JPN 神奈川 白鵬女子高

望月　晴佳 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｶ JPN 神奈川 白鵬女子高

穂苅　さとみ ﾎｶﾘ ｻﾄﾐ JPN 神奈川 秦野高

都築　由布子 ﾂﾂﾞｷ ﾕｳｺ JPN 神奈川 秦野高

千葉　遥 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｶ JPN 神奈川 秦野高

廣田　利奈 ﾋﾛﾀ ﾘﾅ JPN 神奈川 秦野高

川島　瞳 ｶﾜｼﾏ ﾋﾄﾐ JPN 神奈川 秦野高

杉山　奏 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ JPN 神奈川 秦野高

船山　杏子 ﾌﾅﾔﾏ ｱﾝｽﾞ JPN 神奈川 秦野高

上田　美鈴 ｳｴﾀﾞ ﾐｽｽﾞ JPN 神奈川 秦野高

西田　瑠里 ﾆｼﾀﾞ ﾙﾘ JPN 神奈川 秦野高



照屋　幸乃 ﾃﾙﾔ ﾕｷﾉ JPN 神奈川 秦野高

米津　利奈 ﾖﾈﾂ ﾘﾅ JPN 神奈川 秦野高

雨宮　みずき ｱﾒﾐﾔ ﾐｽﾞｷ JPN 神奈川 秦野高

黒田　麻紀子 ｸﾛﾀﾞ ﾏｷｺ JPN 神奈川 秦野高

宮本　飛鳥 ﾐﾔﾓﾄ ｱｽｶ JPN 神奈川 秦野高

山崎　飛鳥 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｽｶ JPN 神奈川 秦野高

阿部　ゆかり ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ JPN 東京 八王子高

舘盛　美音 ﾀﾁﾓﾘ ﾐｵ JPN 東京 八王子高

大貫　有希 ｵｵﾇｷ ﾕｳｷ JPN 埼玉 花咲徳栄高

倍賞　杏香 ﾊﾞｲｼｮｳ ｷｮｳｶ JPN 秋田 花輪高

畠山　絵里子 ﾊﾀｹﾔﾏ ｴﾘｺ JPN 秋田 花輪高

渋谷　璃沙 ｼﾌﾞﾔ ﾘｻ JPN 秋田 花輪高

石坂　萌 ｲｼｻﾞｶ ﾓｴ JPN 秋田 花輪高

岩尾　映里 ｲﾜｵ ｴﾘ JPN 秋田 花輪高

木村　美沙緒 ｷﾑﾗ ﾐｻｵ JPN 秋田 花輪高

片桐　綾子 ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔｺ JPN 静岡 浜松日体高

澤根　由起 ｻﾜﾈ ﾕｷ JPN 静岡 浜松日体高

望月　友美 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾐ JPN 静岡 浜松日体高

吉田　有沙 ﾖｼﾀﾞ ｱﾘｻ JPN 静岡 浜松日体高

木幡　千聖 ｺﾜﾀ ﾁｻﾄ JPN 福島 原町高

庄司　彩佳 ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ JPN 福島 原町高

佐藤　仁美 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ JPN 福島 原町高

桑原　彩 ｸﾜﾊﾗ ｻﾔｶ JPN 滋賀 比叡山高

菊池　理沙 ｷｸﾁ ﾘｻ JPN 茨城 日立

茶園　美紗子 ﾁｬｿﾞﾉ ﾐｻｺ JPN 茨城 日立

佐藤　礼奈 ｻﾄｳ ﾚﾅ JPN 福島 福島高

丹野　可南子 ﾀﾝﾉ ｶﾅｺ JPN 福島 福島高

酒井　美貴 ｻｶｲ ﾐｷ JPN 群馬 前橋女子高

西村　侑美 ﾆｼﾑﾗ ﾕﾐ JPN 群馬 前橋女子高

砂長　杏奈 ｽﾅｶﾞ ｱﾝﾅ JPN 群馬 前橋女子高

新井　由貴 ｱﾗｲ ﾕｷ JPN 群馬 前橋女子高

金子　美香 ｶﾈｺ ﾐｶ JPN 千葉 幕張総合高

日比野　聡子 ﾋﾋﾞﾉ ｻﾄｺ JPN 千葉 幕張総合高

大森　郁香 ｵｵﾓﾘ ﾌﾐｶ JPN 千葉 幕張総合高

礒部　詩織 ｲｿﾍﾞ ｼｵﾘ JPN 千葉 幕張総合高

黄木　知美 ｵｵｷ ｻﾄﾐ JPN 千葉 幕張総合高

穴澤　穂香 ｱﾅｻﾞﾜ ﾎﾉｶ JPN 千葉 松尾高

長谷川　唯織 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｵﾘ JPN 千葉 松尾高



霞　侑希 ｶｽﾐ ﾕｷ JPN 千葉 松尾高

齋藤　晴香 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ JPN 長野 丸子修学館高

下村　愛 ｼﾓﾑﾗ ｱｲ JPN 長野 丸子修学館高

西山　なつ美 ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾐ JPN 長野 丸子修学館高

池田　倫子 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁｺ JPN 長野 丸子修学館高

箱山　理沙 ﾊｺﾔﾏ ﾘｻ JPN 長野 丸子修学館高

齊藤　公美 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐ JPN 福井 美方高

松山　めぐみ ﾏﾂﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ JPN 福井 美方高

藤井　有優 ﾌｼﾞｲ ｱﾕ JPN 福井 美方高

藤本　真澄 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｽﾐ JPN 福井 美方高

坂本　美咲 ｻｶﾓﾄ ﾐｻｷ JPN 静岡 三島北高

伊藤　香澄 ｲﾄｳ ｶｽﾐ JPN 静岡 三島北高

庄司　佳世 ｼｮｳｼﾞ ｶﾖ JPN 静岡 三島北高

九島　美生 ｸｼﾏ ﾐｷ JPN 静岡 三島北高

後藤　百絵 ｺﾞﾄｳ ﾓﾓｴ JPN 静岡 三島北高

伊達　郁美 ﾀﾞﾃ ｲｸﾐ JPN 静岡 三島北高

野田　智恵子 ﾉﾀﾞ ﾁｴｺ JPN 静岡 三島北高

芹澤　麻緒 ｾﾘｻﾞﾜ ﾏｵ JPN 静岡 三島北高

飯野　はるか ｲｲﾉ ﾊﾙｶ JPN 静岡 三島北高

谷田部　遼 ﾔﾀﾍﾞ ﾊﾙｶ JPN 茨城 水戸一高

清水　菜々子 ｼﾐｽﾞ ﾅﾅｺ JPN 新潟 村上桜ヶ丘高

太田　和可奈 ｵｵﾀ ﾜｶﾅ JPN 新潟 村上桜ヶ丘高

浦川　有梨奈 ｳﾗｶﾜ ｱﾘﾅ JPN 長崎 名城大

市村　浩美 ｲﾁﾑﾗ ﾋﾛﾐ JPN 神奈川 弥栄高

菊地　真帆 ｷｸﾁ ﾏﾎ JPN 神奈川 弥栄高

菊地　真妃 ｷｸﾁ ﾏｷ JPN 神奈川 弥栄高

新井　萌夏 ｱﾗｲ ﾓｴｶ JPN 神奈川 弥栄高

吉田　捺 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂ JPN 神奈川 弥栄高

武田　紅香里 ﾀｹﾀﾞ ｱｶﾘ JPN 新潟 安塚高

猪苗代　朱里 ｲﾅﾜｼﾛ ｱｶﾘ JPN 千葉 八千代松陰高

高橋　優 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ JPN 千葉 八千代松陰高

井澤　彩華 ｲｻﾞﾜ ｱﾔｶ JPN 千葉 八千代松陰高

久保　史奈 ｸﾎﾞ ﾌﾐﾅ JPN 千葉 八千代松陰高

飯野　楓 ｲｲﾉ ｶｴﾃﾞ JPN 千葉 八千代松陰高

桒原　聖歌 ｸﾜﾊﾗ ｾｲｶ JPN 千葉 八千代松陰高

木村　奈々恵 ｷﾑﾗ ﾅﾅｴ JPN 千葉 八千代松陰高

佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ JPN 千葉 八千代松陰高

椎谷　真菜 ｼｲﾔ ﾏﾅ JPN 千葉 八千代松陰高



東谷　美冴 ｱｽﾞﾏﾔ ﾐｻｴ JPN 千葉 八千代松陰高

井手　美里 ｲﾃﾞ ﾐｻﾄ JPN 福岡 柳川高

田中　絵理 ﾀﾅｶ ｴﾘ JPN 福岡 柳川高

秋本　麻衣 ｱｷﾓﾄ ﾏｲ JPN 神奈川 大和高

比留川　なつ美 ﾋﾙｶﾜ ﾅﾂﾐ JPN 神奈川 大和高

佐藤　海 ｻﾄｳ ｳﾐ JPN 神奈川 大和高

朝倉　佳奈 ｱｻｸﾗ ｶﾅ JPN 神奈川 大和高

酒井　綾香 ｻｶｲ ｱﾔｶ JPN 神奈川 大和高

鈴木　智子 ｽｽﾞｷ ｻﾄｺ JPN 神奈川 大和高

深田　伊万里 ﾌｶﾀﾞ ｲﾏﾘ JPN 山梨 山梨学院大学附属高

山崎　楓 ﾔﾏｻｷ ｶｴﾃﾞ JPN 山梨 山梨学院大学附属高

加藤　仁美 ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ JPN 山梨 山梨学院大学附属高

諏訪　はな ｽﾜ ﾊﾅ JPN 山梨 山梨学院大学附属高

田中　里実 ﾀﾅｶ ｻﾄﾐ JPN 山梨 山梨学院大学附属高

草野　美聡 ｸｻﾉ ﾐｻﾄ JPN 山形 米沢商業高

須藤　妙子 ｽﾄｳ ﾀｴｺ JPN 山形 米沢商業高

青野　結夏 ｱｵﾉ ﾕｶ JPN 山形 米沢商業高

和泉　咲音 ｲｽﾞﾐ ｻｷﾈ JPN 宮城 利府高

大橋　佳奈 ｵｵﾊｼ ｶﾅ JPN 宮城 利府高

髙山　美咲 ﾀｶﾔﾏ ﾐｻｷ JPN 宮城 利府高

渋谷　志帆 ｼﾌﾞﾔ ｼﾎ JPN 宮城 利府高

広瀬　美沙 ﾋﾛｾ ﾐｻ JPN 宮城 利府高

浅野　江梨 ｱｻﾉ ｴﾘ JPN 宮城 利府高

高橋　真耶 ﾀｶﾊｼ ﾏﾔ JPN 宮城 利府高

大崎　里歩 ｵｵｻｷ ﾘﾎ JPN 宮城 利府高

金須　麻実 ｷｽ ｱｻﾐ JPN 宮城 利府高

箱山　侑香 ﾊｺﾔﾏ ﾕｶ JPN 京都 ﾜｺｰﾙ

畑　沙也加 ﾊﾀ ｻﾔｶ JPN 京都 ﾜｺｰﾙ




