
カデ女子（申込順）

申込番号 氏名 所属 都道府県
1 濵野 純奈 和歌山東高校 和歌山県
2 水野 琉千明 東京フェンシングスクール 東京都
3 竹山 柚葉 大阪読売千里C 大阪府
4 竹山 夏芽 大阪読売千里C 大阪府
5 篠田実希 羽島北高校 岐阜県
6 大北 夏琳 羽島北高校 岐阜県
7 曽根 寿々佳 レフレール愛媛 愛媛県
8 那須 杏里 鳥羽FC 三重県
9 南 愛 鳥羽FC 三重県

10 岡田 花鈴 ジュニアフェンシングOITA 大分県
11 田中 みのり 河南町FC 大阪府
12 久保田 未来乃 杉並ジュニアＦＴ 東京都
13 竹澤 志緒里 京都きっず 京都府
14 神山 侑奈 京都きっず 京都府
15 楠 彩名 京都きっず 京都府
16 杉本 百 京都きっず 京都府
17 福井 捺茄 京都きっず 京都府
18 弘埜 真衣 熊毛南高校 山口県
19 尾上 芽衣 熊毛南高校 山口県
20 山本 昂輝 熊毛南高校 山口県
21 小川 七海 岐阜各務野高校 岐阜県
22 河村 菜々子 岐阜各務野高校 岐阜県
23 山田 陽菜 岐阜各務野高校 岐阜県
24 安江 舞 岐阜各務野高校 岐阜県
25 織部 彩花 岐阜各務野高校 岐阜県
26 金子 彩香 岐阜各務野高校 岐阜県
27 溝口 実侑 岐阜各務野高校 岐阜県
28 岡田 芽生 はしまモア 岐阜県
29 中出 陽愛 はしまモア 岐阜県
30 ⾧瀬 凜乃 はしまモア 岐阜県
31 岸本 鈴 京都フューチャーFC 京都府
32 飯村 彩乃 京都フューチャーFC 京都府
33 福島菜月 田方農業高校 静岡県
34 稲田 椋 和東ジュニア 和歌山県
35 金高 幸生 香川JFC 香川県
36 後藤 千里 香川JFC 香川県
37 市ヶ谷 奈々 香川JFC 香川県
38 西岡 瞳 明石Jr.FC 兵庫県
39 柴﨑美帆 龍谷大平安高校 京都府
40 松川琴音 龍谷大平安高校 京都府
41 田村ななみ 龍谷大平安高校 京都府
42 太田 陽詩 奈良JFC 奈良県
43 岡田 彩希 奈良JFC 奈良県
44 早川 葵彩 ワセダC 東京都



45 桐木平 陽菜 鹿児島Ｊｒ．FC 鹿児島県
46 山根妃七 武生商業高校 福井県
47 竹内遙香 武生商業高校 福井県
48 滝下萠笑 武生商業高校 福井県
49 玉生 莉紗子 ダウンタウンFアカデミー 東京都
50 松本 璃音 滋賀JFC 滋賀県
51 田中 暖乃佳 滋賀JFC 滋賀県
52 今村 未羽 鹿児島高校 鹿児島県
53 橋本 結 大分県選抜チーム 大分県
54 益谷 はる子 沼津東高校 静岡県
55 宮腰 理美 揖斐高校 岐阜県
56 成瀬 美莉亜 揖斐高校 岐阜県
57 田村 瞳水 向陽高校 和歌山県
58 平畠 知実 城ノ内高校 徳島県
59 弓⾧皇美子 名電ＪＦＣ 愛知県
60 小山 美優 同志社女子高校 京都府
61 吉本 地亜 同志社女子高校 京都府
62 早野有里加 大垣南高校 岐阜県
63 日比加菜子 大垣南高校 岐阜県
64 古田藍那 大垣南高校 岐阜県
65 新井美結 大垣南高校 岐阜県
66 河野向日葵 大垣南高校 岐阜県
67 大橋彩乃 大垣南高校 岐阜県
68 北村優芽 大垣南高校 岐阜県
69 林実優 大垣南高校 岐阜県
70 東 三緒 和歌山エスクリムズ 和歌山県
71 寺園 にこ 大阪国際滝井高校 大阪府
72 川中 月 大阪国際滝井高校 大阪府
73 藤井 美咲 大阪国際滝井高校 大阪府
74 谷 春菜 大阪国際滝井高校 大阪府
75 古川 ミサキ 聖霊女子短期大学付属高等学校 秋田県
76 杉江 苺花 Kiri.Jr. FT 神奈川県
77 巾下 栞奈 和歌山北高校 和歌山県
78 岩本 鈴菜 和北ジュニア 和歌山県
79 内村 加杏 和北ジュニア 和歌山県
80 山口 花楓 和北ジュニア 和歌山県


