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# Name Clubs Country Rank Birthdate
1 飴谷, 女織 (F) 水橋高等学校 200
2 伊達, 京 (F) 埼玉栄高等学校 23
3 伊藤, 純香 (F) 日本女子体育大学 86
4 伊藤, 藍 (F) 龍谷大平安高等学校 38
5 井上, 理菜 (F) 黒石高等学校 93
6 稲田, 椋 (F) 和東ジュニアクラブ 200
7 浦川, 真生 (F) 諫早商業高等学校 200
8 永野, 菜津子 (F) 水戸女子高等学校 12
9 越智, 美有 (F) 埼玉栄高等学校 105
10 遠藤, 里菜 (F) 早稲田大学 18
11 塩澤, 歩花 (F) 箕輪進修高等学校 200
12 奥田, あや (F) 津東高等学校 200
13 横田, 彩未 (F) 沼津FC 200
14 黄田, 佳倫 (F) 法政大学第二高等学校 73
15 岡田, 花鈴 (F) ジュニアフェンシング大分 200
16 岡田, 芽生 (F) はしまモア 44
17 岡田, 悠 (F) 津東高等学校 200
18 岡田, 梨良 (F) 高崎商大附属高等学校 200
19 下地, 柚香 (F) 大阪国際滝井高等学校 200
20 加藤, 有紗 (F) 高崎商大附属高等学校 200
21 加藤, 怜 (F) 北上翔南高等学校 200
22 河村, 菜々子 (F) 岐阜各務野高等学校 200
23 花田, 夏芽 (F) 東京女子体育大学 41
24 岸川, 莉紗 (F) 佐賀商業高等学校 42
25 巌, 香蓮 (F) 星陵高等学校 200
26 岩本, 鈴菜 (F) 和北ジュニアクラブ 84
27 祇園, 彩寧 (F) 西大寺高等学校 200
28 吉田, 那名 (F) 北上翔南高等学校 200
29 宮下, 水稀 (F) 伊那北高等学校 200
30 宮田, 遥奈 (F) 立命館大学 46
31 境, 希梨 (F) 諫早商業高等学校 200
32 橋本, 結 (F) 大分豊府高等学校 49
33 玉生, 莉紗子 (F) DFA 29
34 玉本, 愛佳 (F) 光ヶ丘FC 77
35 巾下, 栞奈 (F) 和歌山北高等学校 9
36 金子, 茜 (F) 甲陵高等学校 200
37 金子, 秀佳 (F) 専修大学 48
38 金野, 眞子 (F) 仙台第二高等学校 200
39 熊澤, 理久 (F) 黒石高等学校 200
40 原, 朋子 (F) 水橋高等学校 50
41 原田, 渉未 (F) 佐賀商業高等学校 63
42 五十嵐, 悠花 (F) 日本大学 78
43 後藤, ゆうか (F) 米沢興譲館高等学校 200
44 溝口, 礼菜 (F) 早稲田大学 14
45 荒川, 愛絵 (F) 栃木商業高等学校 200
46 高橋, 知恵 (F) 松戸高等学校 200
47 高原, 真央 (F) 福井県 53
48 高野, 真友 (F) 札幌光星高等学校 200
49 今村, 未羽 (F) 鹿児島高等学校 200
50 佐々木, 真琴 (F) 仙台市立仙台高等学校 200
51 佐藤, 涼華 (F) 秋田北鷹高等学校 200
52 斎藤, 亜美 (F) 川俣高等学校 200
53 坂井, 真子 (F) 東亜学園高等学校 17
54 山下, さくら (F) 三本松高等学校 98
55 山下, 朋乃佳 (F) 大分豊府高等学校 200
56 山口, みなみ (F) 王子総合高等学校 200
57 山口, 寿々奈 (F) 鹿児島南高等学校 200
58 山口, 萌々 (F) 富山西高等学校 97
59 山中, 志緒里 (F) 立命館大学 25
60 山田, ひなた (F) 中京大学ＪＲ． 88
61 山内, こがね (F) 大垣南高等学校 200
62 山本, 亜結 (F) 和歌山東高等学校 200
63 手水, 利奈 (F) 開新高等学校 56
64 狩野, 央梨沙 (F) 常盤木学園高等学校 8
65 渋生田, 七海 (F) 埼玉栄高等学校 75
66 重藤, 美紀 (F) 東京OHMEFC 62
67 緒方, 優姫 (F) 宮崎南高等学校 200
68 小笠原, 彩乃 (F) 仙台市立仙台高等学校 200



# Name Clubs Country Rank Birthdate
69 小原, 文 (F) 高松北中学校 200
70 小佐井, 彩花 (F) 宇土高等学校 200
71 小川, 千尋 (F) 日本女子体育大学 21
72 松浦, 早希 (F) 茗溪学園高等学校 200
73 松浦, 未留久 (F) 大阪国際滝井高等学校 200
74 松岡, 志歩 (F) 朝日大学 67
75 松尾, 美都希 (F) 日本女子体育大学 16
76 上野, 優佳 (F) 別府翔青高等学校 4
77 森, 彩音 (F) 中央大学 31
78 森, 千絢 (F) 日本大学 5
79 森多, 舞 (F) 岩国JR.FC 34
80 森田, 明日香 (F) 和歌山北高等学校 79
81 森野, 由樹子 (F) 関西学院大学 39
82 成田, 琉夏 (F) 聖霊女子短大付属高校 200
83 清水, 淑刀 (F) 乙訓高等学校 76
84 石井, 羽音 (F) 水戸女子高等学校 83
85 設樂, ゆひな (F) 高崎商大附属高等学校 51
86 仙葉, 楓佳 (F) 早稲田大学 26
87 千葉, 朱夏 (F) 早稲田大学 7
88 川越, 愛美 (F) 翔陽高等学校 200
89 川口, 美怜 (F) 関西学院大学 45
90 川砂, 真姫 (F) 朝日大学 104
91 川島, 千乃 (F) 専修大学 200
92 早乙女, 茉来 (F) 宇都宮中央女子高校 200
93 増田, 杏心 (F) 西大寺高等学校 200
94 村上, 万里亜 (F) 三島高等学校 57
95 大﨑, 温 (F) 埼玉栄中学校 36
96 谷口, 彩音 (F) 至学館高等学校 200
97 淡路, 未結 (F) 学習院大学木曜会 200
98 竹山, 柚葉 (F) 大阪読売千里クラブ 59
99 竹澤, 志緒里 (F) 京都きっず 20
100 中屋, 暁 (F) 日本大学 19
101 中村, 莉子 (F) 青山学院大学 30
102 中島, 美月 (F) 沼田女子高等学校 200
103 中島, 穂乃香 (F) 武生商業高等学校 200
104 中嶋, 真実 (F) 朝日大学 32
105 仲尾, 樹央 (F) 中央大学 66
106 長井, 朋佳 (F) 三本松高等学校 200
107 長壁, 怜奈 (F) 東京女子体育大学 47
108 津田, 愛実 (F) 大山崎中学校 61
109 田口, 莉帆 (F) 聖霊女子短大付属高校 11
110 登尾, 早奈 (F) 早稲田大学 10
111 登尾, 奈友 (F) 三島高等学校 90
112 土佐, 千乃 (F) 聖霊女子短大付属高校 13
113 土佐林, 里帆 (F) 札幌大谷高等学校 200
114 嶋田, 愛音 (F) 秋田市JR.FS 200
115 東, 佑夏 (F) 京都きっず 27
116 東, 莉央 (F) 日本体育大学 3
117 藤, 美月 (F) 専修大学 28
118 藤木, 妙咲 (F) 松戸高等学校 54
119 内山, 愛弓 (F) 青山学院大学 111
120 内村, 加杏 (F) 和北ジュニアクラブ 200
121 梅津, 春香 (F) 法政大学 6
122 萩本, みなみ (F) 東京女子体育大学 85
123 柏原, 美歩 (F) 熊毛南高等学校 58
124 白藤, 佑佳 (F) 高松北高等学校 200
125 八巻, 史緒理 (F) 米沢興譲館高等学校 200
126 樋口, 翠 (F) 慶應湘南藤沢高等部 200
127 美﨑, 砂彩 (F) 和歌山北高等学校 64
128 武藤, 未澪 (F) 羽島北高等学校 200
129 福塚, 世帆 (F) 和歌山北高等学校 24
130 峰岸, 祐佳 (F) 沼田女子高等学校 200
131 本間, 友望 (F) 学習院大学木曜会 200
132 野口, 珠里有 (F) TFS 35
133 矢ヶ部, みずほ (F) 朝日大学 33
134 林, 真弓 (F) 甲斐清和高等学校 200
135 林, 祐未 (F) 羽島北高等学校 55
136 鈴木, 詩 (F) 法政大学第二高等学校 200
137 鈴木, 日真莉 (F) 武生商業高等学校 200
138 鈴木, 風香 (F) 田方農業高等学校 200
139 齋藤, 利莉 (F) 埼玉栄高等学校 60
140 髙橋, 沙也花 (F) 東京ガーデンFC 22
141 髙田, 真帆 (F) 法政大学 15
142 髙野, まいか (F) 東京女子体育大学 101
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1 東, 莉央 (F) 日本体育大学 3 Exempt from this round
2 上野, 優佳 (F) 別府翔青高等学校 4 Exempt from this round
3 森, 千絢 (F) 日本大学 5 Exempt from this round
4 梅津, 春香 (F) 法政大学 6 Exempt from this round
5 千葉, 朱夏 (F) 早稲田大学 7 Exempt from this round
6 狩野, 央梨沙 (F) 常盤木学園高等学校 8 Exempt from this round
7 巾下, 栞奈 (F) 和歌山北高等学校 9 Exempt from this round
8 登尾, 早奈 (F) 早稲田大学 10 Exempt from this round
9 田口, 莉帆 (F) 聖霊女子短大付属高校 11
10 永野, 菜津子 (F) 水戸女子高等学校 12
11 土佐, 千乃 (F) 聖霊女子短大付属高校 13
12 溝口, 礼菜 (F) 早稲田大学 14
13 髙田, 真帆 (F) 法政大学 15
14 松尾, 美都希 (F) 日本女子体育大学 16
15 坂井, 真子 (F) 東亜学園高等学校 17
16 遠藤, 里菜 (F) 早稲田大学 18
17 中屋, 暁 (F) 日本大学 19
18 竹澤, 志緒里 (F) 京都きっず 20
19 小川, 千尋 (F) 日本女子体育大学 21
20 髙橋, 沙也花 (F) 東京ガーデンFC 22
21 伊達, 京 (F) 埼玉栄高等学校 23
22 福塚, 世帆 (F) 和歌山北高等学校 24
23 山中, 志緒里 (F) 立命館大学 25
24 仙葉, 楓佳 (F) 早稲田大学 26
25 東, 佑夏 (F) 京都きっず 27
26 藤, 美月 (F) 専修大学 28
27 玉生, 莉紗子 (F) DFA 29
28 中村, 莉子 (F) 青山学院大学 30
29 森, 彩音 (F) 中央大学 31
30 中嶋, 真実 (F) 朝日大学 32
31 矢ヶ部, みずほ (F) 朝日大学 33
32 森多, 舞 (F) 岩国JR.FC 34
33 野口, 珠里有 (F) TFS 35
34 大﨑, 温 (F) 埼玉栄中学校 36
35 伊藤, 藍 (F) 龍谷大平安高等学校 38
36 森野, 由樹子 (F) 関西学院大学 39
37 花田, 夏芽 (F) 東京女子体育大学 41
38 岸川, 莉紗 (F) 佐賀商業高等学校 42
39 岡田, 芽生 (F) はしまモア 44
40 川口, 美怜 (F) 関西学院大学 45
41 宮田, 遥奈 (F) 立命館大学 46
42 長壁, 怜奈 (F) 東京女子体育大学 47
43 金子, 秀佳 (F) 専修大学 48
44 橋本, 結 (F) 大分豊府高等学校 49
45 原, 朋子 (F) 水橋高等学校 50
46 設樂, ゆひな (F) 高崎商大附属高等学校 51
47 高原, 真央 (F) 福井県 53
48 藤木, 妙咲 (F) 松戸高等学校 54
49 林, 祐未 (F) 羽島北高等学校 55
50 手水, 利奈 (F) 開新高等学校 56
51 村上, 万里亜 (F) 三島高等学校 57
52 柏原, 美歩 (F) 熊毛南高等学校 58
53 竹山, 柚葉 (F) 大阪読売千里クラブ 59
54 齋藤, 利莉 (F) 埼玉栄高等学校 60
55 津田, 愛実 (F) 大山崎中学校 61
56 重藤, 美紀 (F) 東京OHMEFC 62
57 原田, 渉未 (F) 佐賀商業高等学校 63
58 美﨑, 砂彩 (F) 和歌山北高等学校 64
59 仲尾, 樹央 (F) 中央大学 66
60 松岡, 志歩 (F) 朝日大学 67
61 黄田, 佳倫 (F) 法政大学第二高等学校 73
62 渋生田, 七海 (F) 埼玉栄高等学校 75
63 清水, 淑刀 (F) 乙訓高等学校 76
64 玉本, 愛佳 (F) 光ヶ丘FC 77
65 五十嵐, 悠花 (F) 日本大学 78
66 森田, 明日香 (F) 和歌山北高等学校 79
67 石井, 羽音 (F) 水戸女子高等学校 83
68 岩本, 鈴菜 (F) 和北ジュニアクラブ 84
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69 萩本, みなみ (F) 東京女子体育大学 85
70 伊藤, 純香 (F) 日本女子体育大学 86
71 山田, ひなた (F) 中京大学ＪＲ． 88
72 登尾, 奈友 (F) 三島高等学校 90
73 井上, 理菜 (F) 黒石高等学校 93
74 山口, 萌々 (F) 富山西高等学校 97
75 山下, さくら (F) 三本松高等学校 98
76 髙野, まいか (F) 東京女子体育大学 101
77 川砂, 真姫 (F) 朝日大学 104
78 越智, 美有 (F) 埼玉栄高等学校 105
79 内山, 愛弓 (F) 青山学院大学 111
80 佐藤, 涼華 (F) 秋田北鷹高等学校 200
81 中島, 美月 (F) 沼田女子高等学校 200
82 土佐林, 里帆 (F) 札幌大谷高等学校 200
83 後藤, ゆうか (F) 米沢興譲館高等学校 200
84 樋口, 翠 (F) 慶應湘南藤沢高等部 200
85 佐々木, 真琴 (F) 仙台市立仙台高等学校 200
86 鈴木, 風香 (F) 田方農業高等学校 200
87 本間, 友望 (F) 学習院大学木曜会 200
88 塩澤, 歩花 (F) 箕輪進修高等学校 200
89 小原, 文 (F) 高松北中学校 200
90 稲田, 椋 (F) 和東ジュニアクラブ 200
91 鈴木, 日真莉 (F) 武生商業高等学校 200
92 武藤, 未澪 (F) 羽島北高等学校 200
93 内村, 加杏 (F) 和北ジュニアクラブ 200
94 嶋田, 愛音 (F) 秋田市JR.FS 200
95 山口, 寿々奈 (F) 鹿児島南高等学校 200
96 岡田, 花鈴 (F) ジュニアフェンシング大分 200
97 奥田, あや (F) 津東高等学校 200
98 浦川, 真生 (F) 諫早商業高等学校 200
99 加藤, 怜 (F) 北上翔南高等学校 200
100 山下, 朋乃佳 (F) 大分豊府高等学校 200
101 金子, 茜 (F) 甲陵高等学校 200
102 淡路, 未結 (F) 学習院大学木曜会 200
103 岡田, 悠 (F) 津東高等学校 200
104 八巻, 史緒理 (F) 米沢興譲館高等学校 200
105 小佐井, 彩花 (F) 宇土高等学校 200
106 熊澤, 理久 (F) 黒石高等学校 200
107 横田, 彩未 (F) 沼津FC 200
108 巌, 香蓮 (F) 星陵高等学校 200
109 川島, 千乃 (F) 専修大学 200
110 宮下, 水稀 (F) 伊那北高等学校 200
111 緒方, 優姫 (F) 宮崎南高等学校 200
112 祇園, 彩寧 (F) 西大寺高等学校 200
113 小笠原, 彩乃 (F) 仙台市立仙台高等学校 200
114 鈴木, 詩 (F) 法政大学第二高等学校 200
115 岡田, 梨良 (F) 高崎商大附属高等学校 200
116 金野, 眞子 (F) 仙台第二高等学校 200
117 山口, みなみ (F) 王子総合高等学校 200
118 斎藤, 亜美 (F) 川俣高等学校 200
119 中島, 穂乃香 (F) 武生商業高等学校 200
120 下地, 柚香 (F) 大阪国際滝井高等学校 200
121 谷口, 彩音 (F) 至学館高等学校 200
122 高野, 真友 (F) 札幌光星高等学校 200
123 長井, 朋佳 (F) 三本松高等学校 200
124 早乙女, 茉来 (F) 宇都宮中央女子高校 200
125 松浦, 未留久 (F) 大阪国際滝井高等学校 200
126 荒川, 愛絵 (F) 栃木商業高等学校 200
127 山本, 亜結 (F) 和歌山東高等学校 200
128 境, 希梨 (F) 諫早商業高等学校 200
129 峰岸, 祐佳 (F) 沼田女子高等学校 200
130 松浦, 早希 (F) 茗溪学園高等学校 200
131 飴谷, 女織 (F) 水橋高等学校 200
132 成田, 琉夏 (F) 聖霊女子短大付属高校 200
133 吉田, 那名 (F) 北上翔南高等学校 200
134 増田, 杏心 (F) 西大寺高等学校 200
135 河村, 菜々子 (F) 岐阜各務野高等学校 200
136 山内, こがね (F) 大垣南高等学校 200
137 今村, 未羽 (F) 鹿児島高等学校 200
138 高橋, 知恵 (F) 松戸高等学校 200
139 白藤, 佑佳 (F) 高松北高等学校 200
140 加藤, 有紗 (F) 高崎商大附属高等学校 200
141 林, 真弓 (F) 甲斐清和高等学校 200
142 川越, 愛美 (F) 翔陽高等学校 200
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Referee(s):

田口, 莉帆 (F) 聖霊女子短大付属高校

黄田, 佳倫 (F) 法政大学第二高等学校

祇園, 彩寧 (F) 西大寺高等学校

松岡, 志歩 (F) 朝日大学

小笠原, 彩乃 (F) 仙台市立仙台高等学校

白藤, 佑佳 (F) 高松北高等学校

Referee(s):

渋生田, 七海 (F) 埼玉栄高等学校

永野, 菜津子 (F) 水戸女子高等学校

仲尾, 樹央 (F) 中央大学

鈴木, 詩 (F) 法政大学第二高等学校

緒方, 優姫 (F) 宮崎南高等学校

加藤, 有紗 (F) 高崎商大附属高等学校

Referee(s):

岡田, 梨良 (F) 高崎商大附属高等学校

美﨑, 砂彩 (F) 和歌山北高等学校

宮下, 水稀 (F) 伊那北高等学校

清水, 淑刀 (F) 乙訓高等学校

土佐, 千乃 (F) 聖霊女子短大付属高校

林, 真弓 (F) 甲斐清和高等学校



Referee(s):

溝口, 礼菜 (F) 早稲田大学

金野, 眞子 (F) 仙台第二高等学校

川島, 千乃 (F) 専修大学

玉本, 愛佳 (F) 光ヶ丘FC

原田, 渉未 (F) 佐賀商業高等学校

川越, 愛美 (F) 翔陽高等学校

Referee(s):

重藤, 美紀 (F) 東京OHMEFC

巌, 香蓮 (F) 星陵高等学校

髙田, 真帆 (F) 法政大学

山口, みなみ (F) 王子総合高等学校

五十嵐, 悠花 (F) 日本大学

Referee(s):

斎藤, 亜美 (F) 川俣高等学校

横田, 彩未 (F) 沼津FC

森田, 明日香 (F) 和歌山北高等学校

松尾, 美都希 (F) 日本女子体育大学

津田, 愛実 (F) 大山崎中学校

Referee(s):

石井, 羽音 (F) 水戸女子高等学校

熊澤, 理久 (F) 黒石高等学校

中島, 穂乃香 (F) 武生商業高等学校

齋藤, 利莉 (F) 埼玉栄高等学校

坂井, 真子 (F) 東亜学園高等学校



Referee(s):

遠藤, 里菜 (F) 早稲田大学

小佐井, 彩花 (F) 宇土高等学校

竹山, 柚葉 (F) 大阪読売千里クラブ

下地, 柚香 (F) 大阪国際滝井高等学校

岩本, 鈴菜 (F) 和北ジュニアクラブ

Referee(s):

谷口, 彩音 (F) 至学館高等学校

柏原, 美歩 (F) 熊毛南高等学校

八巻, 史緒理 (F) 米沢興譲館高等学校

中屋, 暁 (F) 日本大学

萩本, みなみ (F) 東京女子体育大学

Referee(s):

村上, 万里亜 (F) 三島高等学校

竹澤, 志緒里 (F) 京都きっず

岡田, 悠 (F) 津東高等学校

高野, 真友 (F) 札幌光星高等学校

伊藤, 純香 (F) 日本女子体育大学

Referee(s):

長井, 朋佳 (F) 三本松高等学校

小川, 千尋 (F) 日本女子体育大学

山田, ひなた (F) 中京大学ＪＲ．

手水, 利奈 (F) 開新高等学校

淡路, 未結 (F) 学習院大学木曜会



Referee(s):

林, 祐未 (F) 羽島北高等学校

早乙女, 茉来 (F) 宇都宮中央女子高校

登尾, 奈友 (F) 三島高等学校

金子, 茜 (F) 甲陵高等学校

髙橋, 沙也花 (F) 東京ガーデンFC

Referee(s):

伊達, 京 (F) 埼玉栄高等学校

松浦, 未留久 (F) 大阪国際滝井高等学校

山下, 朋乃佳 (F) 大分豊府高等学校

井上, 理菜 (F) 黒石高等学校

藤木, 妙咲 (F) 松戸高等学校

Referee(s):

加藤, 怜 (F) 北上翔南高等学校

福塚, 世帆 (F) 和歌山北高等学校

山口, 萌々 (F) 富山西高等学校

高原, 真央 (F) 福井県

荒川, 愛絵 (F) 栃木商業高等学校

Referee(s):

山下, さくら (F) 三本松高等学校

浦川, 真生 (F) 諫早商業高等学校

設樂, ゆひな (F) 高崎商大附属高等学校

山中, 志緒里 (F) 立命館大学

山本, 亜結 (F) 和歌山東高等学校



Referee(s):

仙葉, 楓佳 (F) 早稲田大学

境, 希梨 (F) 諫早商業高等学校

髙野, まいか (F) 東京女子体育大学

原, 朋子 (F) 水橋高等学校

奥田, あや (F) 津東高等学校

Referee(s):

岡田, 花鈴 (F) ジュニアフェンシング大分

金子, 秀佳 (F) 専修大学

川砂, 真姫 (F) 朝日大学

峰岸, 祐佳 (F) 沼田女子高等学校

東, 佑夏 (F) 京都きっず

Referee(s):

山口, 寿々奈 (F) 鹿児島南高等学校

松浦, 早希 (F) 茗溪学園高等学校

藤, 美月 (F) 専修大学

越智, 美有 (F) 埼玉栄高等学校

橋本, 結 (F) 大分豊府高等学校

Referee(s):

長壁, 怜奈 (F) 東京女子体育大学

飴谷, 女織 (F) 水橋高等学校

内山, 愛弓 (F) 青山学院大学

玉生, 莉紗子 (F) DFA

嶋田, 愛音 (F) 秋田市JR.FS



Referee(s):

成田, 琉夏 (F) 聖霊女子短大付属高校

中村, 莉子 (F) 青山学院大学

宮田, 遥奈 (F) 立命館大学

内村, 加杏 (F) 和北ジュニアクラブ

佐藤, 涼華 (F) 秋田北鷹高等学校

Referee(s):

森, 彩音 (F) 中央大学

武藤, 未澪 (F) 羽島北高等学校

中島, 美月 (F) 沼田女子高等学校

川口, 美怜 (F) 関西学院大学

吉田, 那名 (F) 北上翔南高等学校

Referee(s):

土佐林, 里帆 (F) 札幌大谷高等学校

鈴木, 日真莉 (F) 武生商業高等学校

岡田, 芽生 (F) はしまモア

増田, 杏心 (F) 西大寺高等学校

中嶋, 真実 (F) 朝日大学

Referee(s):

岸川, 莉紗 (F) 佐賀商業高等学校

河村, 菜々子 (F) 岐阜各務野高等学校

稲田, 椋 (F) 和東ジュニアクラブ

後藤, ゆうか (F) 米沢興譲館高等学校

矢ヶ部, みずほ (F) 朝日大学



Referee(s):

森多, 舞 (F) 岩国JR.FC

小原, 文 (F) 高松北中学校

樋口, 翠 (F) 慶應湘南藤沢高等部

花田, 夏芽 (F) 東京女子体育大学

山内, こがね (F) 大垣南高等学校

Referee(s):

森野, 由樹子 (F) 関西学院大学

佐々木, 真琴 (F) 仙台市立仙台高等学校

塩澤, 歩花 (F) 箕輪進修高等学校

野口, 珠里有 (F) TFS

今村, 未羽 (F) 鹿児島高等学校

Referee(s):

高橋, 知恵 (F) 松戸高等学校

本間, 友望 (F) 学習院大学木曜会

伊藤, 藍 (F) 龍谷大平安高等学校

大﨑, 温 (F) 埼玉栄中学校

鈴木, 風香 (F) 田方農業高等学校
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Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
1 東, 莉央 (F) 日本体育大学 Exempt from this round
2 上野, 優佳 (F) 別府翔青高等学校 Exempt from this round
3 森, 千絢 (F) 日本大学 Exempt from this round
4 梅津, 春香 (F) 法政大学 Exempt from this round
5 千葉, 朱夏 (F) 早稲田大学 Exempt from this round
6 狩野, 央梨沙 (F) 常盤木学園高等学校 Exempt from this round
7 巾下, 栞奈 (F) 和歌山北高等学校 Exempt from this round
8 登尾, 早奈 (F) 早稲田大学 Exempt from this round
9 土佐, 千乃 (F) 聖霊女子短大付属高校 5 1.00 25 4 +21 Exempt from this round
10 溝口, 礼菜 (F) 早稲田大学 5 1.00 25 6 +19 Exempt from this round
11 伊達, 京 (F) 埼玉栄高等学校 4 1.00 20 1 +19 Exempt from this round
12T 藤, 美月 (F) 専修大学 4 1.00 20 4 +16 Exempt from this round
12T 野口, 珠里有 (F) TFS 4 1.00 20 4 +16 Exempt from this round
14 髙田, 真帆 (F) 法政大学 4 1.00 20 5 +15 Exempt from this round
15T 遠藤, 里菜 (F) 早稲田大学 4 1.00 20 6 +14 Exempt from this round
15T 福塚, 世帆 (F) 和歌山北高等学校 4 1.00 20 6 +14 Exempt from this round
17 仙葉, 楓佳 (F) 早稲田大学 4 1.00 19 5 +14 Advanced
18T 岸川, 莉紗 (F) 佐賀商業高等学校 4 1.00 20 7 +13 Advanced
18T 玉生, 莉紗子 (F) DFA 4 1.00 20 7 +13 Advanced
20T 森田, 明日香 (F) 和歌山北高等学校 4 1.00 19 6 +13 Advanced
20T 竹澤, 志緒里 (F) 京都きっず 4 1.00 19 6 +13 Advanced
22 成田, 琉夏 (F) 聖霊女子短大付属高校 4 1.00 20 8 +12 Advanced
23T 森多, 舞 (F) 岩国JR.FC 4 1.00 20 9 +11 Advanced
23T 中屋, 暁 (F) 日本大学 4 1.00 20 9 +11 Advanced
23T 坂井, 真子 (F) 東亜学園高等学校 4 1.00 20 9 +11 Advanced
23T 森, 彩音 (F) 中央大学 4 1.00 20 9 +11 Advanced
27 髙橋, 沙也花 (F) 東京ガーデンFC 4 1.00 20 10 +10 Advanced
28 中嶋, 真実 (F) 朝日大学 4 1.00 18 8 +10 Advanced
29 鈴木, 風香 (F) 田方農業高等学校 4 1.00 20 11 +9 Advanced
30 浦川, 真生 (F) 諫早商業高等学校 4 1.00 19 12 +7 Advanced
31 田口, 莉帆 (F) 聖霊女子短大付属高校 4 0.80 24 9 +15 Advanced
32 永野, 菜津子 (F) 水戸女子高等学校 4 0.80 23 14 +9 Advanced
33 清水, 淑刀 (F) 乙訓高等学校 4 0.80 21 13 +8 Advanced
34 鈴木, 詩 (F) 法政大学第二高等学校 4 0.80 24 17 +7 Advanced
35 伊藤, 藍 (F) 龍谷大平安高等学校 3 0.75 19 8 +11 Advanced
36 中島, 穂乃香 (F) 武生商業高等学校 3 0.75 17 8 +9 Advanced
37 山中, 志緒里 (F) 立命館大学 3 0.75 19 11 +8 Advanced
38 手水, 利奈 (F) 開新高等学校 3 0.75 17 9 +8 Advanced
39T 原, 朋子 (F) 水橋高等学校 3 0.75 16 8 +8 Advanced
39T 山田, ひなた (F) 中京大学ＪＲ． 3 0.75 16 8 +8 Advanced
41T 岡田, 花鈴 (F) ジュニアフェンシング大分 3 0.75 19 12 +7 Advanced
41T 東, 佑夏 (F) 京都きっず 3 0.75 19 12 +7 Advanced
43 森野, 由樹子 (F) 関西学院大学 3 0.75 15 8 +7 Advanced
44 岡田, 芽生 (F) はしまモア 3 0.75 17 11 +6 Advanced
45 橋本, 結 (F) 大分豊府高等学校 3 0.75 15 9 +6 Advanced
46 村上, 万里亜 (F) 三島高等学校 3 0.75 18 13 +5 Advanced
47 長壁, 怜奈 (F) 東京女子体育大学 3 0.75 17 12 +5 Advanced
48T 佐藤, 涼華 (F) 秋田北鷹高等学校 3 0.75 16 11 +5 Advanced
48T 武藤, 未澪 (F) 羽島北高等学校 3 0.75 16 11 +5 Advanced
50T 岩本, 鈴菜 (F) 和北ジュニアクラブ 3 0.75 17 13 +4 Advanced
50T 柏原, 美歩 (F) 熊毛南高等学校 3 0.75 17 13 +4 Advanced
50T 山口, 萌々 (F) 富山西高等学校 3 0.75 17 13 +4 Advanced
53T 松尾, 美都希 (F) 日本女子体育大学 3 0.75 17 14 +3 Advanced
53T 登尾, 奈友 (F) 三島高等学校 3 0.75 17 14 +3 Advanced
55 藤木, 妙咲 (F) 松戸高等学校 3 0.75 15 12 +3 Advanced
56T 渋生田, 七海 (F) 埼玉栄高等学校 3 0.60 20 13 +7 Advanced
56T 白藤, 佑佳 (F) 高松北高等学校 3 0.60 20 13 +7 Advanced
58 加藤, 有紗 (F) 高崎商大附属高等学校 3 0.60 17 13 +4 Advanced
59 玉本, 愛佳 (F) 光ヶ丘FC 3 0.60 20 19 +1 Advanced
60 原田, 渉未 (F) 佐賀商業高等学校 3 0.60 18 18 0 Advanced
61 祇園, 彩寧 (F) 西大寺高等学校 3 0.60 19 20 -1 Advanced
62 美﨑, 砂彩 (F) 和歌山北高等学校 3 0.60 18 19 -1 Advanced
63T 飴谷, 女織 (F) 水橋高等学校 2 0.50 17 11 +6 Advanced
63T 竹山, 柚葉 (F) 大阪読売千里クラブ 2 0.50 17 11 +6 Advanced
65 小原, 文 (F) 高松北中学校 2 0.50 17 12 +5 Advanced
66 齋藤, 利莉 (F) 埼玉栄高等学校 2 0.50 14 10 +4 Advanced
67 中村, 莉子 (F) 青山学院大学 2 0.50 17 14 +3 Advanced
68T 境, 希梨 (F) 諫早商業高等学校 2 0.50 15 12 +3 Advanced
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68T 高原, 真央 (F) 福井県 2 0.50 15 12 +3 Advanced
70 設樂, ゆひな (F) 高崎商大附属高等学校 2 0.50 16 14 +2 Advanced
71 小川, 千尋 (F) 日本女子体育大学 2 0.50 13 11 +2 Advanced
72 林, 祐未 (F) 羽島北高等学校 2 0.50 17 16 +1 Advanced
73 川口, 美怜 (F) 関西学院大学 2 0.50 14 13 +1 Advanced
74 長井, 朋佳 (F) 三本松高等学校 2 0.50 12 11 +1 Advanced
75 矢ヶ部, みずほ (F) 朝日大学 2 0.50 16 16 0 Advanced
76T 増田, 杏心 (F) 西大寺高等学校 2 0.50 15 15 0 Advanced
76T 河村, 菜々子 (F) 岐阜各務野高等学校 2 0.50 15 15 0 Advanced
78 重藤, 美紀 (F) 東京OHMEFC 2 0.50 13 13 0 Advanced
79 花田, 夏芽 (F) 東京女子体育大学 2 0.50 16 17 -1 Advanced
80T 今村, 未羽 (F) 鹿児島高等学校 2 0.50 14 15 -1 Advanced
80T 松浦, 早希 (F) 茗溪学園高等学校 2 0.50 14 15 -1 Advanced
82T 斎藤, 亜美 (F) 川俣高等学校 2 0.50 13 14 -1 Advanced
82T 後藤, ゆうか (F) 米沢興譲館高等学校 2 0.50 13 14 -1 Advanced
82T 金子, 秀佳 (F) 専修大学 2 0.50 13 14 -1 Advanced
85 峰岸, 祐佳 (F) 沼田女子高等学校 2 0.50 15 17 -2 Advanced
86 伊藤, 純香 (F) 日本女子体育大学 2 0.50 13 15 -2 Advanced
87 大﨑, 温 (F) 埼玉栄中学校 2 0.50 12 14 -2 Advanced
88 山口, みなみ (F) 王子総合高等学校 2 0.50 13 17 -4 Advanced
89 山下, 朋乃佳 (F) 大分豊府高等学校 2 0.50 13 18 -5 Advanced
90 川島, 千乃 (F) 専修大学 2 0.40 17 19 -2 Advanced
91 岡田, 梨良 (F) 高崎商大附属高等学校 2 0.40 17 21 -4 Advanced
92 小笠原, 彩乃 (F) 仙台市立仙台高等学校 2 0.40 13 19 -6 Advanced
93 松岡, 志歩 (F) 朝日大学 2 0.40 11 18 -7 Advanced
94 鈴木, 日真莉 (F) 武生商業高等学校 1 0.25 13 15 -2 Advanced
95 谷口, 彩音 (F) 至学館高等学校 1 0.25 16 19 -3 Advanced
96T 高橋, 知恵 (F) 松戸高等学校 1 0.25 14 17 -3 Advanced
96T 中島, 美月 (F) 沼田女子高等学校 1 0.25 14 17 -3 Advanced
98T 津田, 愛実 (F) 大山崎中学校 1 0.25 12 15 -3 Advanced
98T 巌, 香蓮 (F) 星陵高等学校 1 0.25 12 15 -3 Advanced
100 萩本, みなみ (F) 東京女子体育大学 1 0.25 15 19 -4 Advanced
101 越智, 美有 (F) 埼玉栄高等学校 1 0.25 11 15 -4 Advanced
102 宮田, 遥奈 (F) 立命館大学 1 0.25 13 18 -5 Advanced
103T 井上, 理菜 (F) 黒石高等学校 1 0.25 13 19 -6 Eliminated
103T 金子, 茜 (F) 甲陵高等学校 1 0.25 13 19 -6 Eliminated
105T 高野, 真友 (F) 札幌光星高等学校 1 0.25 11 17 -6 Eliminated
105T 加藤, 怜 (F) 北上翔南高等学校 1 0.25 11 17 -6 Eliminated
107 山本, 亜結 (F) 和歌山東高等学校 1 0.25 11 18 -7 Eliminated
108 塩澤, 歩花 (F) 箕輪進修高等学校 1 0.25 10 17 -7 Eliminated
109 樋口, 翠 (F) 慶應湘南藤沢高等部 1 0.25 9 16 -7 Eliminated
110 八巻, 史緒理 (F) 米沢興譲館高等学校 1 0.25 11 19 -8 Eliminated
111T 五十嵐, 悠花 (F) 日本大学 1 0.25 9 17 -8 Eliminated
111T 山内, こがね (F) 大垣南高等学校 1 0.25 9 17 -8 Eliminated
113 奥田, あや (F) 津東高等学校 1 0.25 8 19 -11 Eliminated
114 内山, 愛弓 (F) 青山学院大学 1 0.25 7 18 -11 Eliminated
115T 小佐井, 彩花 (F) 宇土高等学校 1 0.25 6 19 -13 Eliminated
115T 石井, 羽音 (F) 水戸女子高等学校 1 0.25 6 19 -13 Eliminated
117 宮下, 水稀 (F) 伊那北高等学校 1 0.20 16 23 -7 Eliminated
118 黄田, 佳倫 (F) 法政大学第二高等学校 1 0.20 13 21 -8 Eliminated
119 川越, 愛美 (F) 翔陽高等学校 1 0.20 14 23 -9 Eliminated
120 金野, 眞子 (F) 仙台第二高等学校 1 0.20 13 22 -9 Eliminated
121 仲尾, 樹央 (F) 中央大学 1 0.20 13 24 -11 Eliminated
122 早乙女, 茉来 (F) 宇都宮中央女子高校 0 0.00 12 20 -8 Eliminated
123T 岡田, 悠 (F) 津東高等学校 0 0.00 10 20 -10 Eliminated
123T 山下, さくら (F) 三本松高等学校 0 0.00 10 20 -10 Eliminated
125T 松浦, 未留久 (F) 大阪国際滝井高等学校 0 0.00 9 20 -11 Eliminated
125T 熊澤, 理久 (F) 黒石高等学校 0 0.00 9 20 -11 Eliminated
125T 川砂, 真姫 (F) 朝日大学 0 0.00 9 20 -11 Eliminated
125T 下地, 柚香 (F) 大阪国際滝井高等学校 0 0.00 9 20 -11 Eliminated
129T 稲田, 椋 (F) 和東ジュニアクラブ 0 0.00 8 20 -12 Eliminated
129T 横田, 彩未 (F) 沼津FC 0 0.00 8 20 -12 Eliminated
131 嶋田, 愛音 (F) 秋田市JR.FS 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
132T 髙野, まいか (F) 東京女子体育大学 0 0.00 6 20 -14 Eliminated
132T 吉田, 那名 (F) 北上翔南高等学校 0 0.00 6 20 -14 Eliminated
132T 土佐林, 里帆 (F) 札幌大谷高等学校 0 0.00 6 20 -14 Eliminated
135T 内村, 加杏 (F) 和北ジュニアクラブ 0 0.00 5 20 -15 Eliminated
135T 佐々木, 真琴 (F) 仙台市立仙台高等学校 0 0.00 5 20 -15 Eliminated
135T 本間, 友望 (F) 学習院大学木曜会 0 0.00 5 20 -15 Eliminated
135T 荒川, 愛絵 (F) 栃木商業高等学校 0 0.00 5 20 -15 Eliminated
139 緒方, 優姫 (F) 宮崎南高等学校 0 0.00 9 25 -16 Eliminated
140 林, 真弓 (F) 甲斐清和高等学校 0 0.00 8 25 -17 Eliminated
141 山口, 寿々奈 (F) 鹿児島南高等学校 0 0.00 3 20 -17 Eliminated
142 淡路, 未結 (F) 学習院大学木曜会 0 0.00 1 20 -19 Eliminated
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Seed Name Club Country Notes
1 東, 莉央 (F) 日本体育大学 Advanced
2 上野, 優佳 (F) 別府翔青高等学校 Advanced
3 森, 千絢 (F) 日本大学 Advanced
4 梅津, 春香 (F) 法政大学 Advanced
5 千葉, 朱夏 (F) 早稲田大学 Advanced
6 狩野, 央梨沙 (F) 常盤木学園高等学校 Advanced
7 巾下, 栞奈 (F) 和歌山北高等学校 Advanced
8 登尾, 早奈 (F) 早稲田大学 Advanced
9 土佐, 千乃 (F) 聖霊女子短大付属高校 Advanced
10 溝口, 礼菜 (F) 早稲田大学 Advanced
11 伊達, 京 (F) 埼玉栄高等学校 Advanced
12T 野口, 珠里有 (F) TFS Advanced
12T 藤, 美月 (F) 専修大学 Advanced
14 髙田, 真帆 (F) 法政大学 Advanced
15T 遠藤, 里菜 (F) 早稲田大学 Advanced
15T 福塚, 世帆 (F) 和歌山北高等学校 Advanced
17T 竹澤, 志緒里 (F) 京都きっず Advanced
17T 森田, 明日香 (F) 和歌山北高等学校 Advanced
19 成田, 琉夏 (F) 聖霊女子短大付属高校 Advanced
20T 坂井, 真子 (F) 東亜学園高等学校 Advanced
20T 中屋, 暁 (F) 日本大学 Advanced
22 髙橋, 沙也花 (F) 東京ガーデンFC Advanced
23 永野, 菜津子 (F) 水戸女子高等学校 Advanced
24 伊藤, 藍 (F) 龍谷大平安高等学校 Advanced
25 村上, 万里亜 (F) 三島高等学校 Advanced
26 佐藤, 涼華 (F) 秋田北鷹高等学校 Advanced
27 山口, 萌々 (F) 富山西高等学校 Advanced
28 原田, 渉未 (F) 佐賀商業高等学校 Advanced
29 齋藤, 利莉 (F) 埼玉栄高等学校 Advanced
30 高原, 真央 (F) 福井県 Advanced
31 小川, 千尋 (F) 日本女子体育大学 Advanced
32 大﨑, 温 (F) 埼玉栄中学校 Advanced
33 仙葉, 楓佳 (F) 早稲田大学 Eliminated
34 岸川, 莉紗 (F) 佐賀商業高等学校 Eliminated
35 中島, 穂乃香 (F) 武生商業高等学校 Eliminated
36 手水, 利奈 (F) 開新高等学校 Eliminated
37T 原, 朋子 (F) 水橋高等学校 Eliminated
37T 山田, ひなた (F) 中京大学ＪＲ． Eliminated
39 岡田, 花鈴 (F) ジュニアフェンシング大分 Eliminated
40 森野, 由樹子 (F) 関西学院大学 Eliminated
41 岩本, 鈴菜 (F) 和北ジュニアクラブ Eliminated
42 登尾, 奈友 (F) 三島高等学校 Eliminated
43 藤木, 妙咲 (F) 松戸高等学校 Eliminated
44T 竹山, 柚葉 (F) 大阪読売千里クラブ Eliminated
44T 飴谷, 女織 (F) 水橋高等学校 Eliminated
46 中村, 莉子 (F) 青山学院大学 Eliminated
47 重藤, 美紀 (F) 東京OHMEFC Eliminated
48 小笠原, 彩乃 (F) 仙台市立仙台高等学校 Eliminated
49 玉生, 莉紗子 (F) DFA Eliminated
50T 森多, 舞 (F) 岩国JR.FC Eliminated
50T 森, 彩音 (F) 中央大学 Eliminated
52 中嶋, 真実 (F) 朝日大学 Eliminated
53 鈴木, 風香 (F) 田方農業高等学校 Eliminated
54 浦川, 真生 (F) 諫早商業高等学校 Eliminated
55 田口, 莉帆 (F) 聖霊女子短大付属高校 Eliminated
56 清水, 淑刀 (F) 乙訓高等学校 Eliminated
57 鈴木, 詩 (F) 法政大学第二高等学校 Eliminated
58 山中, 志緒里 (F) 立命館大学 Eliminated
59 東, 佑夏 (F) 京都きっず Eliminated
60 岡田, 芽生 (F) はしまモア Eliminated
61 橋本, 結 (F) 大分豊府高等学校 Eliminated
62 長壁, 怜奈 (F) 東京女子体育大学 Eliminated
63 武藤, 未澪 (F) 羽島北高等学校 Eliminated
64 柏原, 美歩 (F) 熊毛南高等学校 Eliminated
65 松尾, 美都希 (F) 日本女子体育大学 Eliminated
66T 渋生田, 七海 (F) 埼玉栄高等学校 Eliminated
66T 白藤, 佑佳 (F) 高松北高等学校 Eliminated
68 加藤, 有紗 (F) 高崎商大附属高等学校 Eliminated
69 玉本, 愛佳 (F) 光ヶ丘FC Eliminated



Seed Name Club Country Notes
70 祇園, 彩寧 (F) 西大寺高等学校 Eliminated
71 小原, 文 (F) 高松北中学校 Eliminated
72 設樂, ゆひな (F) 高崎商大附属高等学校 Eliminated
73 川口, 美怜 (F) 関西学院大学 Eliminated
74 矢ヶ部, みずほ (F) 朝日大学 Eliminated
75 増田, 杏心 (F) 西大寺高等学校 Eliminated
76 花田, 夏芽 (F) 東京女子体育大学 Eliminated
77 松浦, 早希 (F) 茗溪学園高等学校 Eliminated
78 後藤, ゆうか (F) 米沢興譲館高等学校 Eliminated
79 山下, 朋乃佳 (F) 大分豊府高等学校 Eliminated
80 津田, 愛実 (F) 大山崎中学校 Eliminated
81 美﨑, 砂彩 (F) 和歌山北高等学校 Eliminated
82 境, 希梨 (F) 諫早商業高等学校 Eliminated
83 林, 祐未 (F) 羽島北高等学校 Eliminated
84 長井, 朋佳 (F) 三本松高等学校 Eliminated
85 河村, 菜々子 (F) 岐阜各務野高等学校 Eliminated
86 今村, 未羽 (F) 鹿児島高等学校 Eliminated
87T 斎藤, 亜美 (F) 川俣高等学校 Eliminated
87T 金子, 秀佳 (F) 専修大学 Eliminated
89 峰岸, 祐佳 (F) 沼田女子高等学校 Eliminated
90 伊藤, 純香 (F) 日本女子体育大学 Eliminated
91 山口, みなみ (F) 王子総合高等学校 Eliminated
92 川島, 千乃 (F) 専修大学 Eliminated
93 岡田, 梨良 (F) 高崎商大附属高等学校 Eliminated
94 松岡, 志歩 (F) 朝日大学 Eliminated
95 鈴木, 日真莉 (F) 武生商業高等学校 Eliminated
96 谷口, 彩音 (F) 至学館高等学校 Eliminated
97T 高橋, 知恵 (F) 松戸高等学校 Eliminated
97T 中島, 美月 (F) 沼田女子高等学校 Eliminated
99 巌, 香蓮 (F) 星陵高等学校 Eliminated
100 萩本, みなみ (F) 東京女子体育大学 Eliminated
101 越智, 美有 (F) 埼玉栄高等学校 Eliminated
102 宮田, 遥奈 (F) 立命館大学 Eliminated
103T 金子, 茜 (F) 甲陵高等学校 Eliminated
103T 井上, 理菜 (F) 黒石高等学校 Eliminated
105T 加藤, 怜 (F) 北上翔南高等学校 Eliminated
105T 高野, 真友 (F) 札幌光星高等学校 Eliminated
107 山本, 亜結 (F) 和歌山東高等学校 Eliminated
108 塩澤, 歩花 (F) 箕輪進修高等学校 Eliminated
109 樋口, 翠 (F) 慶應湘南藤沢高等部 Eliminated
110 八巻, 史緒理 (F) 米沢興譲館高等学校 Eliminated
111T 山内, こがね (F) 大垣南高等学校 Eliminated
111T 五十嵐, 悠花 (F) 日本大学 Eliminated
113 奥田, あや (F) 津東高等学校 Eliminated
114 内山, 愛弓 (F) 青山学院大学 Eliminated
115T 小佐井, 彩花 (F) 宇土高等学校 Eliminated
115T 石井, 羽音 (F) 水戸女子高等学校 Eliminated
117 宮下, 水稀 (F) 伊那北高等学校 Eliminated
118 黄田, 佳倫 (F) 法政大学第二高等学校 Eliminated
119 川越, 愛美 (F) 翔陽高等学校 Eliminated
120 金野, 眞子 (F) 仙台第二高等学校 Eliminated
121 仲尾, 樹央 (F) 中央大学 Eliminated
122 早乙女, 茉来 (F) 宇都宮中央女子高校 Eliminated
123T 山下, さくら (F) 三本松高等学校 Eliminated
123T 岡田, 悠 (F) 津東高等学校 Eliminated
125T 熊澤, 理久 (F) 黒石高等学校 Eliminated
125T 下地, 柚香 (F) 大阪国際滝井高等学校 Eliminated
125T 川砂, 真姫 (F) 朝日大学 Eliminated
125T 松浦, 未留久 (F) 大阪国際滝井高等学校 Eliminated
129T 横田, 彩未 (F) 沼津FC Eliminated
129T 稲田, 椋 (F) 和東ジュニアクラブ Eliminated
131 嶋田, 愛音 (F) 秋田市JR.FS Eliminated
132T 髙野, まいか (F) 東京女子体育大学 Eliminated
132T 土佐林, 里帆 (F) 札幌大谷高等学校 Eliminated
132T 吉田, 那名 (F) 北上翔南高等学校 Eliminated
135T 内村, 加杏 (F) 和北ジュニアクラブ Eliminated
135T 荒川, 愛絵 (F) 栃木商業高等学校 Eliminated
135T 佐々木, 真琴 (F) 仙台市立仙台高等学校 Eliminated
135T 本間, 友望 (F) 学習院大学木曜会 Eliminated
139 緒方, 優姫 (F) 宮崎南高等学校 Eliminated
140 林, 真弓 (F) 甲斐清和高等学校 Eliminated
141 山口, 寿々奈 (F) 鹿児島南高等学校 Eliminated
142 淡路, 未結 (F) 学習院大学木曜会 Eliminated
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Place Name Country Birthdate
1 上野, 優佳 (F)
2 東, 莉央 (F)
3 森, 千絢 (F)
4 梅津, 春香 (F)
5 千葉, 朱夏 (F)
6 狩野, 央梨沙 (F)
7 登尾, 早奈 (F)
8 溝口, 礼菜 (F)
9 巾下, 栞奈 (F)
10 土佐, 千乃 (F)
11 髙田, 真帆 (F)
12 遠藤, 里菜 (F)
13 竹澤, 志緒里 (F)
14T 坂井, 真子 (F)
14T 中屋, 暁 (F)
16 髙橋, 沙也花 (F)
17 伊達, 京 (F)
18T 藤, 美月 (F)
18T 野口, 珠里有 (F)
20 福塚, 世帆 (F)
21 森田, 明日香 (F)
22 成田, 琉夏 (F)
23 永野, 菜津子 (F)
24 伊藤, 藍 (F)
25 村上, 万里亜 (F)
26 佐藤, 涼華 (F)
27 山口, 萌々 (F)
28 原田, 渉未 (F)
29 齋藤, 利莉 (F)
30 高原, 真央 (F)
31 小川, 千尋 (F)
32 大﨑, 温 (F)
33 仙葉, 楓佳 (F)
34 岸川, 莉紗 (F)
35 中島, 穂乃香 (F)
36 手水, 利奈 (F)
37T 原, 朋子 (F)
37T 山田, ひなた (F)
39 岡田, 花鈴 (F)
40 森野, 由樹子 (F)
41 岩本, 鈴菜 (F)
42 登尾, 奈友 (F)
43 藤木, 妙咲 (F)
44T 竹山, 柚葉 (F)
44T 飴谷, 女織 (F)
46 中村, 莉子 (F)
47 重藤, 美紀 (F)
48 小笠原, 彩乃 (F)
49 玉生, 莉紗子 (F)
50T 森多, 舞 (F)
50T 森, 彩音 (F)
52 中嶋, 真実 (F)
53 鈴木, 風香 (F)
54 浦川, 真生 (F)
55 田口, 莉帆 (F)
56 清水, 淑刀 (F)
57 鈴木, 詩 (F)
58 山中, 志緒里 (F)
59 東, 佑夏 (F)
60 岡田, 芽生 (F)
61 橋本, 結 (F)
62 長壁, 怜奈 (F)
63 武藤, 未澪 (F)
64 柏原, 美歩 (F)
65 松尾, 美都希 (F)
66T 渋生田, 七海 (F)
66T 白藤, 佑佳 (F)
68 加藤, 有紗 (F)



Place Name Country Birthdate
69 玉本, 愛佳 (F)
70 祇園, 彩寧 (F)
71 小原, 文 (F)
72 設樂, ゆひな (F)
73 川口, 美怜 (F)
74 矢ヶ部, みずほ (F)
75 増田, 杏心 (F)
76 花田, 夏芽 (F)
77 松浦, 早希 (F)
78 後藤, ゆうか (F)
79 山下, 朋乃佳 (F)
80 津田, 愛実 (F)
81 美﨑, 砂彩 (F)
82 境, 希梨 (F)
83 林, 祐未 (F)
84 長井, 朋佳 (F)
85 河村, 菜々子 (F)
86 今村, 未羽 (F)
87T 斎藤, 亜美 (F)
87T 金子, 秀佳 (F)
89 峰岸, 祐佳 (F)
90 伊藤, 純香 (F)
91 山口, みなみ (F)
92 川島, 千乃 (F)
93 岡田, 梨良 (F)
94 松岡, 志歩 (F)
95 鈴木, 日真莉 (F)
96 谷口, 彩音 (F)
97T 高橋, 知恵 (F)
97T 中島, 美月 (F)
99 巌, 香蓮 (F)
100 萩本, みなみ (F)
101 越智, 美有 (F)
102 宮田, 遥奈 (F)
103T 金子, 茜 (F)
103T 井上, 理菜 (F)
105T 加藤, 怜 (F)
105T 高野, 真友 (F)
107 山本, 亜結 (F)
108 塩澤, 歩花 (F)
109 樋口, 翠 (F)
110 八巻, 史緒理 (F)
111T 山内, こがね (F)
111T 五十嵐, 悠花 (F)
113 奥田, あや (F)
114 内山, 愛弓 (F)
115T 小佐井, 彩花 (F)
115T 石井, 羽音 (F)
117 宮下, 水稀 (F)
118 黄田, 佳倫 (F)
119 川越, 愛美 (F)
120 金野, 眞子 (F)
121 仲尾, 樹央 (F)
122 早乙女, 茉来 (F)
123T 山下, さくら (F)
123T 岡田, 悠 (F)
125T 熊澤, 理久 (F)
125T 下地, 柚香 (F)
125T 川砂, 真姫 (F)
125T 松浦, 未留久 (F)
129T 横田, 彩未 (F)
129T 稲田, 椋 (F)
131 嶋田, 愛音 (F)
132T 髙野, まいか (F)
132T 土佐林, 里帆 (F)
132T 吉田, 那名 (F)
135T 内村, 加杏 (F)
135T 荒川, 愛絵 (F)
135T 佐々木, 真琴 (F)
135T 本間, 友望 (F)
139 緒方, 優姫 (F)
140 林, 真弓 (F)
141 山口, 寿々奈 (F)
142 淡路, 未結 (F)
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