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# Name Clubs Country Rank Birthdate
1 飴谷, 女織 (S) 水橋高等学校 200
2 伊佐, 茜音 (S) 埼玉栄高等学校 18
3 井塚, 千昌 (S) 安来高等学校 55
4 稲野邉, 南 (S) 大原学園高等学校 6
5 雨田, 由香 (S) 鹿児島南高等学校 30
6 奥村, 奈央 (S) 岐阜各務野高等学校 200
7 奥野, 聖菜 (S) 金沢西高等学校 24
8 横田, 彩未 (S) 沼津FC 200
9 岡原, 真琴 (S) 柳井学園高等学校 200
10 岡田, 悠 (S) 津東高等学校 200
11 岡田, 梨良 (S) 高崎商大附属高等学校 47
12 加藤, 舞 (S) 青森北高校今別校舎 200
13 加藤, 怜 (S) 北上翔南高等学校 54
14 加藤, 玲衣 (S) 東京女子体育大学 16
15 河合, 彩恵 (S) 関西大学 200
16 笠, 沙彩 (S) 立玄界高等学校 200
17 鎌戸, あや (S) 甲斐清和高等学校 200
18 間宮, 菜奈未 (S) 岐阜各務野高等学校 73
19 岸川, 莉紗 (S) 佐賀商業高等学校 43
20 岩波, 想 (S) 諫早商業高等学校 200
21 岩本, 朋華 (S) 別府翔青高等学校 200
22 祇園, 彩寧 (S) 西大寺高等学校 200
23 菊地, 花帆 (S) 王子総合高等学校 200
24 吉田, 真花 (S) 大原学園高等学校 14
25 吉田, 陽香 (S) 湘南高等学校 91
26 宮﨑, 玲菜 (S) 翔陽高等学校 200
27 桐木, 雪奈 (S) 京都大学 65
28 金子, 茜 (S) 甲陵高等学校 200
29 熊澤, 理久 (S) 黒石高等学校 56
30 月野, 敬子 (S) 帝京高等学校 7
31 原, 朋子 (S) 水橋高等学校 75
32 原田, 渉未 (S) 佐賀商業高等学校 62
33 向江, 彩伽 (S) 中央大学 4
34 江村, 美咲 (S) 中央大学 1
35 荒木, 夏鈴 (S) 諫早商業高等学校 200
36 高橋, 七美 (S) 日本体育大学 13
37 高橋, 千里香 (S) 立玄界高等学校 59
38 高嶋, 理紗 (S) 法政大学 2
39 高野, 真友 (S) 札幌光星高等学校 200
40 黒田, ほのか (S) 三本松高等学校 20
41 今村, 未羽 (S) 鹿児島高等学校 200
42 佐藤, ことの (S) 仙台市立仙台高等学校 200
43 佐藤, 萌美 (S) 専修大学 12
44 佐野, 佑衣 (S) 鹿児島南高等学校 50
45 佐野, 友香 (S) 早稲田大学 11
46 佐林, 優 (S) 慶應義塾大学 35
47 山下, さくら (S) 三本松高等学校 51
48 山下, 涼花 (S) 柳井学園高等学校 88
49 山根, 真矢 (S) 日本大学 22
50 山川, 菜緒 (S) 東葛飾高等学校 38
51 山田, ほのか (S) 豊田大谷高等学校 21
52 山田, 夢羽未 (S) 沼津西高等学校 200
53 山内, 今日香 (S) 鹿児島南高等学校 74
54 山本, 亜結 (S) 和歌山東高等学校 200
55 四井, 真里奈 (S) 朝日大学 26
56 鹿野, 莉華子 (S) 埼玉栄高等学校 33
57 酒井, さゆり (S) 聖霊女子短大付属高校 28
58 酒井, 舞亜 (S) 日本大学 8
59 小坂, 恵未 (S) 立命館高等学校 200
60 小崎, 栞 (S) 日本大学 37
61 松浦, 未留久 (S) 大阪国際滝井高等学校 200
62 松尾, 美都希 (S) 日本女子体育大学 15
63 上島, 果穂 (S) 津東高等学校 200
64 植村, 咲香 (S) 三本松高等学校 31
65 植田, 萌佳 (S) 星陵高等学校 49
66 水口, 智恵 (S) 三本松高等学校 200
67 水谷, 仁美 (S) 与野高等学校 42
68 清水, 淑刀 (S) 乙訓高等学校 200
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69 青木, 茉琳 (S) 高畠高等学校 200
70 設樂, ゆひな (S) 高崎商大附属高等学校 200
71 川口, 美怜 (S) 関西学院大学 79
72 浅川, 由里 (S) 中京大学 58
73 早乙女, 茉来 (S) 宇都宮中央女子高校 200
74 村上, 万里亜 (S) 三島高等学校 64
75 大山, 美紀 (S) 水戸第三高等学校 200
76 谷口, 彩音 (S) 至学館高等学校 200
77 中川, 麗夢 (S) 翔陽高等学校 200
78 中庭, 舞弥 (S) 三本松高等学校 57
79 田﨑, 愛 (S) 秋田北鷹高等学校 45
80 土井下, 涼子 (S) 法政大学第二高等学校 66
81 土佐林, 里帆 (S) 札幌大谷高等学校 200
82 藤本, 桃歌 (S) 秋田北鷹高等学校 200
83 藤木, 妙咲 (S) 松戸高等学校 71
84 梅北, 愛斐 (S) 鹿児島南高等学校 34
85 白峰, 杏香 (S) 同志社大学 40
86 畑澤, 佳乃 (S) 専修大学 32
87 板山, 梨音 (S) 別府翔青高等学校 200
88 肥後, 亜美 (S) 鹿児島南高等学校 48
89 尾﨑, 世梨 (S) 札幌大谷中学校 10
90 福田, 響生 (S) 三本松高等学校 17
91 福島, 亜澄 (S) 箕輪進修高等学校 200
92 峰岸, 祐佳 (S) 沼田女子高等学校 61
93 北村, 智世 (S) 大垣南高等学校 200
94 本間, 友望 (S) 学習院大学木曜会 200
95 木村, 結 (S) 早稲田大学 5
96 矢幡, 侑菜 (S) 朝日大学 19
97 矢武, 大空 (S) 三本松高等学校 200
98 揚石, 舞 (S) 栃木商業高等学校 200
99 鈴木, 詩織 (S) 仙台第一高等学校 200
100 鈴木, 日真莉 (S) 武生商業高等学校 53
101 和田, 佳奈 (S) 法政大学 9
102 脇田, 樹魅 (S) ＪＯＣEA 3
103 濵野, 純奈 (S) 和歌山東高等学校 200
104 髙橋, 奈弓 (S) 横手高等学校 80
105 髙橋, 美帆 (S) 山形東高等学校 200
106 髙山, 真歩 (S) 金沢西高等学校 87
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1 江村, 美咲 (S) 中央大学 1 Exempt from this round
2 高嶋, 理紗 (S) 法政大学 2 Exempt from this round
3 脇田, 樹魅 (S) ＪＯＣEA 3 Exempt from this round
4 向江, 彩伽 (S) 中央大学 4 Exempt from this round
5 木村, 結 (S) 早稲田大学 5 Exempt from this round
6 稲野邉, 南 (S) 大原学園高等学校 6 Exempt from this round
7 月野, 敬子 (S) 帝京高等学校 7 Exempt from this round
8 酒井, 舞亜 (S) 日本大学 8 Exempt from this round
9 和田, 佳奈 (S) 法政大学 9
10 尾﨑, 世梨 (S) 札幌大谷中学校 10
11 佐野, 友香 (S) 早稲田大学 11
12 佐藤, 萌美 (S) 専修大学 12
13 高橋, 七美 (S) 日本体育大学 13
14 吉田, 真花 (S) 大原学園高等学校 14
15 松尾, 美都希 (S) 日本女子体育大学 15
16 加藤, 玲衣 (S) 東京女子体育大学 16
17 福田, 響生 (S) 三本松高等学校 17
18 伊佐, 茜音 (S) 埼玉栄高等学校 18
19 矢幡, 侑菜 (S) 朝日大学 19
20 黒田, ほのか (S) 三本松高等学校 20
21 山田, ほのか (S) 豊田大谷高等学校 21
22 山根, 真矢 (S) 日本大学 22
23 奥野, 聖菜 (S) 金沢西高等学校 24
24 四井, 真里奈 (S) 朝日大学 26
25 酒井, さゆり (S) 聖霊女子短大付属高校 28
26 雨田, 由香 (S) 鹿児島南高等学校 30
27 植村, 咲香 (S) 三本松高等学校 31
28 畑澤, 佳乃 (S) 専修大学 32
29 鹿野, 莉華子 (S) 埼玉栄高等学校 33
30 梅北, 愛斐 (S) 鹿児島南高等学校 34
31 佐林, 優 (S) 慶應義塾大学 35
32 小崎, 栞 (S) 日本大学 37
33 山川, 菜緒 (S) 東葛飾高等学校 38
34 白峰, 杏香 (S) 同志社大学 40
35 水谷, 仁美 (S) 与野高等学校 42
36 岸川, 莉紗 (S) 佐賀商業高等学校 43
37 田﨑, 愛 (S) 秋田北鷹高等学校 45
38 岡田, 梨良 (S) 高崎商大附属高等学校 47
39 肥後, 亜美 (S) 鹿児島南高等学校 48
40 植田, 萌佳 (S) 星陵高等学校 49
41 佐野, 佑衣 (S) 鹿児島南高等学校 50
42 山下, さくら (S) 三本松高等学校 51
43 鈴木, 日真莉 (S) 武生商業高等学校 53
44 加藤, 怜 (S) 北上翔南高等学校 54
45 井塚, 千昌 (S) 安来高等学校 55
46 熊澤, 理久 (S) 黒石高等学校 56
47 中庭, 舞弥 (S) 三本松高等学校 57
48 浅川, 由里 (S) 中京大学 58
49 高橋, 千里香 (S) 立玄界高等学校 59
50 峰岸, 祐佳 (S) 沼田女子高等学校 61
51 原田, 渉未 (S) 佐賀商業高等学校 62
52 村上, 万里亜 (S) 三島高等学校 64
53 桐木, 雪奈 (S) 京都大学 65
54 土井下, 涼子 (S) 法政大学第二高等学校 66
55 藤木, 妙咲 (S) 松戸高等学校 71
56 間宮, 菜奈未 (S) 岐阜各務野高等学校 73
57 山内, 今日香 (S) 鹿児島南高等学校 74
58 原, 朋子 (S) 水橋高等学校 75
59 川口, 美怜 (S) 関西学院大学 79
60 髙橋, 奈弓 (S) 横手高等学校 80
61 髙山, 真歩 (S) 金沢西高等学校 87
62 山下, 涼花 (S) 柳井学園高等学校 88
63 吉田, 陽香 (S) 湘南高等学校 91
64 今村, 未羽 (S) 鹿児島高等学校 200
65 松浦, 未留久 (S) 大阪国際滝井高等学校 200
66 佐藤, ことの (S) 仙台市立仙台高等学校 200
67 菊地, 花帆 (S) 王子総合高等学校 200
68 飴谷, 女織 (S) 水橋高等学校 200
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70 矢武, 大空 (S) 三本松高等学校 200
71 大山, 美紀 (S) 水戸第三高等学校 200
72 板山, 梨音 (S) 別府翔青高等学校 200
73 山田, 夢羽未 (S) 沼津西高等学校 200
74 水口, 智恵 (S) 三本松高等学校 200
75 高野, 真友 (S) 札幌光星高等学校 200
76 加藤, 舞 (S) 青森北高校今別校舎 200
77 笠, 沙彩 (S) 立玄界高等学校 200
78 横田, 彩未 (S) 沼津FC 200
79 河合, 彩恵 (S) 関西大学 200
80 小坂, 恵未 (S) 立命館高等学校 200
81 北村, 智世 (S) 大垣南高等学校 200
82 荒木, 夏鈴 (S) 諫早商業高等学校 200
83 岩波, 想 (S) 諫早商業高等学校 200
84 上島, 果穂 (S) 津東高等学校 200
85 鎌戸, あや (S) 甲斐清和高等学校 200
86 福島, 亜澄 (S) 箕輪進修高等学校 200
87 岩本, 朋華 (S) 別府翔青高等学校 200
88 金子, 茜 (S) 甲陵高等学校 200
89 奥村, 奈央 (S) 岐阜各務野高等学校 200
90 土佐林, 里帆 (S) 札幌大谷高等学校 200
91 揚石, 舞 (S) 栃木商業高等学校 200
92 濵野, 純奈 (S) 和歌山東高等学校 200
93 清水, 淑刀 (S) 乙訓高等学校 200
94 本間, 友望 (S) 学習院大学木曜会 200
95 髙橋, 美帆 (S) 山形東高等学校 200
96 中川, 麗夢 (S) 翔陽高等学校 200
97 藤本, 桃歌 (S) 秋田北鷹高等学校 200
98 岡田, 悠 (S) 津東高等学校 200
99 祇園, 彩寧 (S) 西大寺高等学校 200
100 青木, 茉琳 (S) 高畠高等学校 200
101 鈴木, 詩織 (S) 仙台第一高等学校 200
102 早乙女, 茉来 (S) 宇都宮中央女子高校 200
103 岡原, 真琴 (S) 柳井学園高等学校 200
104 谷口, 彩音 (S) 至学館高等学校 200
105 設樂, ゆひな (S) 高崎商大附属高等学校 200
106 宮﨑, 玲菜 (S) 翔陽高等学校 200
107 山本, 亜結 (S) 和歌山東高等学校 200
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Referee(s):

和田, 佳奈 (S) 法政大学

鎌戸, あや (S) 甲斐清和高等学校

中庭, 舞弥 (S) 三本松高等学校

上島, 果穂 (S) 津東高等学校

熊澤, 理久 (S) 黒石高等学校

佐藤, ことの (S) 仙台市立仙台高等学校

Referee(s):

岩波, 想 (S) 諫早商業高等学校

浅川, 由里 (S) 中京大学

尾﨑, 世梨 (S) 札幌大谷中学校

福島, 亜澄 (S) 箕輪進修高等学校

井塚, 千昌 (S) 安来高等学校

設樂, ゆひな (S) 高崎商大附属高等学校

Referee(s):

佐野, 友香 (S) 早稲田大学

岩本, 朋華 (S) 別府翔青高等学校

荒木, 夏鈴 (S) 諫早商業高等学校

加藤, 怜 (S) 北上翔南高等学校

高橋, 千里香 (S) 立玄界高等学校

飴谷, 女織 (S) 水橋高等学校



Referee(s):

鈴木, 日真莉 (S) 武生商業高等学校

佐藤, 萌美 (S) 専修大学

峰岸, 祐佳 (S) 沼田女子高等学校

金子, 茜 (S) 甲陵高等学校

北村, 智世 (S) 大垣南高等学校

山本, 亜結 (S) 和歌山東高等学校

Referee(s):

山下, さくら (S) 三本松高等学校

原田, 渉未 (S) 佐賀商業高等学校

高橋, 七美 (S) 日本体育大学

奥村, 奈央 (S) 岐阜各務野高等学校

小坂, 恵未 (S) 立命館高等学校

Referee(s):

吉田, 真花 (S) 大原学園高等学校

河合, 彩恵 (S) 関西大学

土佐林, 里帆 (S) 札幌大谷高等学校

村上, 万里亜 (S) 三島高等学校

佐野, 佑衣 (S) 鹿児島南高等学校

Referee(s):

松尾, 美都希 (S) 日本女子体育大学

横田, 彩未 (S) 沼津FC

植田, 萌佳 (S) 星陵高等学校

桐木, 雪奈 (S) 京都大学

揚石, 舞 (S) 栃木商業高等学校



Referee(s):

加藤, 玲衣 (S) 東京女子体育大学

土井下, 涼子 (S) 法政大学第二高等学校

濵野, 純奈 (S) 和歌山東高等学校

肥後, 亜美 (S) 鹿児島南高等学校

笠, 沙彩 (S) 立玄界高等学校

Referee(s):

藤木, 妙咲 (S) 松戸高等学校

岡田, 梨良 (S) 高崎商大附属高等学校

加藤, 舞 (S) 青森北高校今別校舎

福田, 響生 (S) 三本松高等学校

清水, 淑刀 (S) 乙訓高等学校

Referee(s):

伊佐, 茜音 (S) 埼玉栄高等学校

間宮, 菜奈未 (S) 岐阜各務野高等学校

本間, 友望 (S) 学習院大学木曜会

田﨑, 愛 (S) 秋田北鷹高等学校

高野, 真友 (S) 札幌光星高等学校

Referee(s):

岸川, 莉紗 (S) 佐賀商業高等学校

水口, 智恵 (S) 三本松高等学校

矢幡, 侑菜 (S) 朝日大学

髙橋, 美帆 (S) 山形東高等学校

山内, 今日香 (S) 鹿児島南高等学校



Referee(s):

水谷, 仁美 (S) 与野高等学校

山田, 夢羽未 (S) 沼津西高等学校

中川, 麗夢 (S) 翔陽高等学校

黒田, ほのか (S) 三本松高等学校

原, 朋子 (S) 水橋高等学校

Referee(s):

藤本, 桃歌 (S) 秋田北鷹高等学校

板山, 梨音 (S) 別府翔青高等学校

白峰, 杏香 (S) 同志社大学

山田, ほのか (S) 豊田大谷高等学校

川口, 美怜 (S) 関西学院大学

Referee(s):

大山, 美紀 (S) 水戸第三高等学校

髙橋, 奈弓 (S) 横手高等学校

山川, 菜緒 (S) 東葛飾高等学校

山根, 真矢 (S) 日本大学

岡田, 悠 (S) 津東高等学校

Referee(s):

小崎, 栞 (S) 日本大学

奥野, 聖菜 (S) 金沢西高等学校

祇園, 彩寧 (S) 西大寺高等学校

山下, 涼花 (S) 柳井学園高等学校

矢武, 大空 (S) 三本松高等学校



Referee(s):

青木, 茉琳 (S) 高畠高等学校

髙山, 真歩 (S) 金沢西高等学校

四井, 真里奈 (S) 朝日大学

佐林, 優 (S) 慶應義塾大学

Referee(s):

宮﨑, 玲菜 (S) 翔陽高等学校

吉田, 陽香 (S) 湘南高等学校

鈴木, 詩織 (S) 仙台第一高等学校

梅北, 愛斐 (S) 鹿児島南高等学校

酒井, さゆり (S) 聖霊女子短大付属高校

Referee(s):

雨田, 由香 (S) 鹿児島南高等学校

鹿野, 莉華子 (S) 埼玉栄高等学校

菊地, 花帆 (S) 王子総合高等学校

今村, 未羽 (S) 鹿児島高等学校

早乙女, 茉来 (S) 宇都宮中央女子高校

Referee(s):

植村, 咲香 (S) 三本松高等学校

岡原, 真琴 (S) 柳井学園高等学校

松浦, 未留久 (S) 大阪国際滝井高等学校

谷口, 彩音 (S) 至学館高等学校

畑澤, 佳乃 (S) 専修大学



JRWS
第25回JOC 第1日
2018年1月11日 - 10:00
FE_FIE_0008

Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
1 江村, 美咲 (S) 中央大学 Exempt from this round
2 高嶋, 理紗 (S) 法政大学 Exempt from this round
3 脇田, 樹魅 (S) ＪＯＣEA Exempt from this round
4 向江, 彩伽 (S) 中央大学 Exempt from this round
5 木村, 結 (S) 早稲田大学 Exempt from this round
6 稲野邉, 南 (S) 大原学園高等学校 Exempt from this round
7 月野, 敬子 (S) 帝京高等学校 Exempt from this round
8 酒井, 舞亜 (S) 日本大学 Exempt from this round
9 山根, 真矢 (S) 日本大学 4 1.00 20 2 +18 Exempt from this round
10 中庭, 舞弥 (S) 三本松高等学校 5 1.00 25 8 +17 Exempt from this round
11T 植村, 咲香 (S) 三本松高等学校 4 1.00 20 3 +17 Exempt from this round
11T 吉田, 真花 (S) 大原学園高等学校 4 1.00 20 3 +17 Exempt from this round
11T 梅北, 愛斐 (S) 鹿児島南高等学校 4 1.00 20 3 +17 Exempt from this round
11T 黒田, ほのか (S) 三本松高等学校 4 1.00 20 3 +17 Exempt from this round
15T 雨田, 由香 (S) 鹿児島南高等学校 4 1.00 20 4 +16 Exempt from this round
15T 松尾, 美都希 (S) 日本女子体育大学 4 1.00 20 4 +16 Exempt from this round
17T 田﨑, 愛 (S) 秋田北鷹高等学校 4 1.00 20 7 +13 Advanced
17T 加藤, 玲衣 (S) 東京女子体育大学 4 1.00 20 7 +13 Advanced
19 浅川, 由里 (S) 中京大学 5 1.00 25 13 +12 Advanced
20 水口, 智恵 (S) 三本松高等学校 4 1.00 20 11 +9 Advanced
21 髙山, 真歩 (S) 金沢西高等学校 3 1.00 15 11 +4 Advanced
22 山本, 亜結 (S) 和歌山東高等学校 4 0.80 23 8 +15 Advanced
23 高橋, 千里香 (S) 立玄界高等学校 4 0.80 24 13 +11 Advanced
24 尾﨑, 世梨 (S) 札幌大谷中学校 4 0.80 22 13 +9 Advanced
25 峰岸, 祐佳 (S) 沼田女子高等学校 4 0.80 22 16 +6 Advanced
26 祇園, 彩寧 (S) 西大寺高等学校 3 0.75 19 9 +10 Advanced
27 桐木, 雪奈 (S) 京都大学 3 0.75 18 9 +9 Advanced
28T 原田, 渉未 (S) 佐賀商業高等学校 3 0.75 19 12 +7 Advanced
28T 矢幡, 侑菜 (S) 朝日大学 3 0.75 19 12 +7 Advanced
30 伊佐, 茜音 (S) 埼玉栄高等学校 3 0.75 17 10 +7 Advanced
31T 山川, 菜緒 (S) 東葛飾高等学校 3 0.75 16 9 +7 Advanced
31T 山下, さくら (S) 三本松高等学校 3 0.75 16 9 +7 Advanced
31T 水谷, 仁美 (S) 与野高等学校 3 0.75 16 9 +7 Advanced
34 岡原, 真琴 (S) 柳井学園高等学校 3 0.75 15 8 +7 Advanced
35T 小崎, 栞 (S) 日本大学 3 0.75 18 12 +6 Advanced
35T 岡田, 梨良 (S) 高崎商大附属高等学校 3 0.75 18 12 +6 Advanced
37T 福田, 響生 (S) 三本松高等学校 3 0.75 17 12 +5 Advanced
37T 鹿野, 莉華子 (S) 埼玉栄高等学校 3 0.75 17 12 +5 Advanced
39 白峰, 杏香 (S) 同志社大学 3 0.75 16 11 +5 Advanced
40 酒井, さゆり (S) 聖霊女子短大付属高校 3 0.75 16 12 +4 Advanced
41 肥後, 亜美 (S) 鹿児島南高等学校 3 0.75 17 14 +3 Advanced
42 川口, 美怜 (S) 関西学院大学 3 0.75 16 13 +3 Advanced
43 四井, 真里奈 (S) 朝日大学 2 0.67 13 5 +8 Advanced
44 佐野, 友香 (S) 早稲田大学 3 0.60 22 14 +8 Advanced
45 井塚, 千昌 (S) 安来高等学校 3 0.60 21 13 +8 Advanced
46 熊澤, 理久 (S) 黒石高等学校 3 0.60 20 13 +7 Advanced
47 和田, 佳奈 (S) 法政大学 3 0.60 22 16 +6 Advanced
48 佐藤, 萌美 (S) 専修大学 3 0.60 19 14 +5 Advanced
49 飴谷, 女織 (S) 水橋高等学校 3 0.60 20 16 +4 Advanced
50 北村, 智世 (S) 大垣南高等学校 3 0.60 19 20 -1 Advanced
51 鎌戸, あや (S) 甲斐清和高等学校 3 0.60 15 18 -3 Advanced
52 畑澤, 佳乃 (S) 専修大学 2 0.50 14 10 +4 Advanced
53 藤木, 妙咲 (S) 松戸高等学校 2 0.50 17 14 +3 Advanced
54 鈴木, 詩織 (S) 仙台第一高等学校 2 0.50 16 13 +3 Advanced
55T 藤本, 桃歌 (S) 秋田北鷹高等学校 2 0.50 15 12 +3 Advanced
55T 山田, ほのか (S) 豊田大谷高等学校 2 0.50 15 12 +3 Advanced
57 笠, 沙彩 (S) 立玄界高等学校 2 0.50 15 13 +2 Advanced
58 間宮, 菜奈未 (S) 岐阜各務野高等学校 2 0.50 16 15 +1 Advanced
59 村上, 万里亜 (S) 三島高等学校 2 0.50 13 12 +1 Advanced
60 清水, 淑刀 (S) 乙訓高等学校 2 0.50 16 16 0 Advanced
61 菊地, 花帆 (S) 王子総合高等学校 2 0.50 15 15 0 Advanced
62 山内, 今日香 (S) 鹿児島南高等学校 2 0.50 13 15 -2 Advanced
63 中川, 麗夢 (S) 翔陽高等学校 2 0.50 10 13 -3 Advanced
64 髙橋, 奈弓 (S) 横手高等学校 2 0.50 13 17 -4 Advanced
65 揚石, 舞 (S) 栃木商業高等学校 2 0.50 11 15 -4 Advanced
66 奥野, 聖菜 (S) 金沢西高等学校 2 0.50 13 18 -5 Advanced
67 佐野, 佑衣 (S) 鹿児島南高等学校 2 0.50 11 16 -5 Advanced
68 奥村, 奈央 (S) 岐阜各務野高等学校 2 0.50 11 18 -7 Advanced



Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
69 設樂, ゆひな (S) 高崎商大附属高等学校 2 0.40 17 17 0 Advanced
70 加藤, 怜 (S) 北上翔南高等学校 2 0.40 14 20 -6 Advanced
71 荒木, 夏鈴 (S) 諫早商業高等学校 2 0.40 12 19 -7 Advanced
72 佐林, 優 (S) 慶應義塾大学 1 0.33 9 12 -3 Advanced
73 高橋, 七美 (S) 日本体育大学 1 0.25 13 16 -3 Advanced
74T 岸川, 莉紗 (S) 佐賀商業高等学校 1 0.25 14 18 -4 Advanced
74T 小坂, 恵未 (S) 立命館高等学校 1 0.25 14 18 -4 Advanced
76 土井下, 涼子 (S) 法政大学第二高等学校 1 0.25 13 18 -5 Advanced
77 矢武, 大空 (S) 三本松高等学校 1 0.25 12 17 -5 Advanced
78T 土佐林, 里帆 (S) 札幌大谷高等学校 1 0.25 11 17 -6 Advanced
78T 原, 朋子 (S) 水橋高等学校 1 0.25 11 17 -6 Advanced
78T 山下, 涼花 (S) 柳井学園高等学校 1 0.25 11 17 -6 Advanced
81 早乙女, 茉来 (S) 宇都宮中央女子高校 1 0.25 11 18 -7 Eliminated
82T 河合, 彩恵 (S) 関西大学 1 0.25 10 17 -7 Eliminated
82T 植田, 萌佳 (S) 星陵高等学校 1 0.25 10 17 -7 Eliminated
82T 大山, 美紀 (S) 水戸第三高等学校 1 0.25 10 17 -7 Eliminated
85 高野, 真友 (S) 札幌光星高等学校 1 0.25 9 16 -7 Eliminated
86T 谷口, 彩音 (S) 至学館高等学校 1 0.25 7 15 -8 Eliminated
86T 宮﨑, 玲菜 (S) 翔陽高等学校 1 0.25 7 15 -8 Eliminated
88 佐藤, ことの (S) 仙台市立仙台高等学校 1 0.20 15 22 -7 Eliminated
89 福島, 亜澄 (S) 箕輪進修高等学校 1 0.20 14 23 -9 Eliminated
90 岩本, 朋華 (S) 別府翔青高等学校 1 0.20 14 24 -10 Eliminated
91 鈴木, 日真莉 (S) 武生商業高等学校 1 0.20 13 24 -11 Eliminated
92 青木, 茉琳 (S) 高畠高等学校 0 0.00 6 15 -9 Eliminated
93 髙橋, 美帆 (S) 山形東高等学校 0 0.00 10 20 -10 Eliminated
94 濵野, 純奈 (S) 和歌山東高等学校 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
95 金子, 茜 (S) 甲陵高等学校 0 0.00 11 25 -14 Eliminated
96T 今村, 未羽 (S) 鹿児島高等学校 0 0.00 6 20 -14 Eliminated
96T 本間, 友望 (S) 学習院大学木曜会 0 0.00 6 20 -14 Eliminated
96T 加藤, 舞 (S) 青森北高校今別校舎 0 0.00 6 20 -14 Eliminated
96T 板山, 梨音 (S) 別府翔青高等学校 0 0.00 6 20 -14 Eliminated
96T 横田, 彩未 (S) 沼津FC 0 0.00 6 20 -14 Eliminated
96T 岡田, 悠 (S) 津東高等学校 0 0.00 6 20 -14 Eliminated
102 山田, 夢羽未 (S) 沼津西高等学校 0 0.00 5 20 -15 Eliminated
103 吉田, 陽香 (S) 湘南高等学校 0 0.00 4 20 -16 Eliminated
104T 岩波, 想 (S) 諫早商業高等学校 0 0.00 5 25 -20 Eliminated
104T 上島, 果穂 (S) 津東高等学校 0 0.00 5 25 -20 Eliminated
106 松浦, 未留久 (S) 大阪国際滝井高等学校 0 0.00 0 20 -20 Eliminated
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東京女子体育大学

札幌大谷高等学校

水橋高等学校

専修大学

与野高等学校

横手高等学校

栃木商業高等学校

東葛飾高等学校

沼田女子高等学校

慶應義塾大学

立玄界高等学校

聖霊女子短大付属高校

鹿児島南高等学校

秋田北鷹高等学校

日本体育大学

札幌大谷中学校

金沢西高等学校

法政大学第二高等学校
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早稲田大学

埼玉栄高等学校
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三本松高等学校



JRWS

9

10

11

12

13

14

15

16

Table of 32

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Table of 64

中京大学

水橋高等学校

甲斐清和高等学校

黒石高等学校

日本大学

鹿児島南高等学校

鹿児島南高等学校

埼玉栄高等学校

京都大学

北上翔南高等学校

三島高等学校

三本松高等学校

朝日大学

仙台第一高等学校

佐賀商業高等学校

和歌山東高等学校

立玄界高等学校

立命館高等学校

豊田大谷高等学校

関西学院大学

同志社大学

岐阜各務野高等学校

諫早商業高等学校

西大寺高等学校

三本松高等学校

金沢西高等学校

翔陽高等学校

柳井学園高等学校

法政大学

大垣南高等学校

柳井学園高等学校

秋田北鷹高等学校
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Seed Name Club Country Notes
1 江村, 美咲 (S) 中央大学 Advanced
2 高嶋, 理紗 (S) 法政大学 Advanced
3 脇田, 樹魅 (S) ＪＯＣEA Advanced
4 向江, 彩伽 (S) 中央大学 Advanced
5 木村, 結 (S) 早稲田大学 Advanced
6 稲野邉, 南 (S) 大原学園高等学校 Advanced
7 月野, 敬子 (S) 帝京高等学校 Advanced
8 酒井, 舞亜 (S) 日本大学 Advanced
9 山根, 真矢 (S) 日本大学 Advanced
10 中庭, 舞弥 (S) 三本松高等学校 Advanced
11T 梅北, 愛斐 (S) 鹿児島南高等学校 Advanced
11T 植村, 咲香 (S) 三本松高等学校 Advanced
11T 吉田, 真花 (S) 大原学園高等学校 Advanced
11T 黒田, ほのか (S) 三本松高等学校 Advanced
15T 雨田, 由香 (S) 鹿児島南高等学校 Advanced
15T 松尾, 美都希 (S) 日本女子体育大学 Advanced
17 加藤, 玲衣 (S) 東京女子体育大学 Advanced
18 水口, 智恵 (S) 三本松高等学校 Advanced
19 山本, 亜結 (S) 和歌山東高等学校 Advanced
20 高橋, 千里香 (S) 立玄界高等学校 Advanced
21 原田, 渉未 (S) 佐賀商業高等学校 Advanced
22T 山下, さくら (S) 三本松高等学校 Advanced
22T 水谷, 仁美 (S) 与野高等学校 Advanced
24T 岡田, 梨良 (S) 高崎商大附属高等学校 Advanced
24T 小崎, 栞 (S) 日本大学 Advanced
26 福田, 響生 (S) 三本松高等学校 Advanced
27 佐野, 友香 (S) 早稲田大学 Advanced
28 和田, 佳奈 (S) 法政大学 Advanced
29 鎌戸, あや (S) 甲斐清和高等学校 Advanced
30 笠, 沙彩 (S) 立玄界高等学校 Advanced
31 間宮, 菜奈未 (S) 岐阜各務野高等学校 Advanced
32 高橋, 七美 (S) 日本体育大学 Advanced
33 髙山, 真歩 (S) 金沢西高等学校 Eliminated
34 峰岸, 祐佳 (S) 沼田女子高等学校 Eliminated
35 祇園, 彩寧 (S) 西大寺高等学校 Eliminated
36 桐木, 雪奈 (S) 京都大学 Eliminated
37 伊佐, 茜音 (S) 埼玉栄高等学校 Eliminated
38 岡原, 真琴 (S) 柳井学園高等学校 Eliminated
39 鹿野, 莉華子 (S) 埼玉栄高等学校 Eliminated
40 肥後, 亜美 (S) 鹿児島南高等学校 Eliminated
41 四井, 真里奈 (S) 朝日大学 Eliminated
42 井塚, 千昌 (S) 安来高等学校 Eliminated
43 佐藤, 萌美 (S) 専修大学 Eliminated
44 山田, ほのか (S) 豊田大谷高等学校 Eliminated
45 揚石, 舞 (S) 栃木商業高等学校 Eliminated
46 奥村, 奈央 (S) 岐阜各務野高等学校 Eliminated
47T 原, 朋子 (S) 水橋高等学校 Eliminated
47T 山下, 涼花 (S) 柳井学園高等学校 Eliminated
49 田﨑, 愛 (S) 秋田北鷹高等学校 Eliminated
50 浅川, 由里 (S) 中京大学 Eliminated
51 尾﨑, 世梨 (S) 札幌大谷中学校 Eliminated
52 矢幡, 侑菜 (S) 朝日大学 Eliminated
53 山川, 菜緒 (S) 東葛飾高等学校 Eliminated
54 白峰, 杏香 (S) 同志社大学 Eliminated
55 酒井, さゆり (S) 聖霊女子短大付属高校 Eliminated
56 川口, 美怜 (S) 関西学院大学 Eliminated
57 熊澤, 理久 (S) 黒石高等学校 Eliminated
58 飴谷, 女織 (S) 水橋高等学校 Eliminated
59 北村, 智世 (S) 大垣南高等学校 Eliminated
60 畑澤, 佳乃 (S) 専修大学 Eliminated
61 藤木, 妙咲 (S) 松戸高等学校 Eliminated
62 鈴木, 詩織 (S) 仙台第一高等学校 Eliminated
63 藤本, 桃歌 (S) 秋田北鷹高等学校 Eliminated
64 村上, 万里亜 (S) 三島高等学校 Eliminated
65 清水, 淑刀 (S) 乙訓高等学校 Eliminated
66 菊地, 花帆 (S) 王子総合高等学校 Eliminated
67 山内, 今日香 (S) 鹿児島南高等学校 Eliminated
68 中川, 麗夢 (S) 翔陽高等学校 Eliminated
69 髙橋, 奈弓 (S) 横手高等学校 Eliminated



Seed Name Club Country Notes
70 奥野, 聖菜 (S) 金沢西高等学校 Eliminated
71 佐野, 佑衣 (S) 鹿児島南高等学校 Eliminated
72 設樂, ゆひな (S) 高崎商大附属高等学校 Eliminated
73 加藤, 怜 (S) 北上翔南高等学校 Eliminated
74 荒木, 夏鈴 (S) 諫早商業高等学校 Eliminated
75 佐林, 優 (S) 慶應義塾大学 Eliminated
76T 小坂, 恵未 (S) 立命館高等学校 Eliminated
76T 岸川, 莉紗 (S) 佐賀商業高等学校 Eliminated
78 土井下, 涼子 (S) 法政大学第二高等学校 Eliminated
79 矢武, 大空 (S) 三本松高等学校 Eliminated
80 土佐林, 里帆 (S) 札幌大谷高等学校 Eliminated
81 早乙女, 茉来 (S) 宇都宮中央女子高校 Eliminated
82T 大山, 美紀 (S) 水戸第三高等学校 Eliminated
82T 河合, 彩恵 (S) 関西大学 Eliminated
82T 植田, 萌佳 (S) 星陵高等学校 Eliminated
85 高野, 真友 (S) 札幌光星高等学校 Eliminated
86T 谷口, 彩音 (S) 至学館高等学校 Eliminated
86T 宮﨑, 玲菜 (S) 翔陽高等学校 Eliminated
88 佐藤, ことの (S) 仙台市立仙台高等学校 Eliminated
89 福島, 亜澄 (S) 箕輪進修高等学校 Eliminated
90 岩本, 朋華 (S) 別府翔青高等学校 Eliminated
91 鈴木, 日真莉 (S) 武生商業高等学校 Eliminated
92 青木, 茉琳 (S) 高畠高等学校 Eliminated
93 髙橋, 美帆 (S) 山形東高等学校 Eliminated
94 濵野, 純奈 (S) 和歌山東高等学校 Eliminated
95 金子, 茜 (S) 甲陵高等学校 Eliminated
96T 今村, 未羽 (S) 鹿児島高等学校 Eliminated
96T 横田, 彩未 (S) 沼津FC Eliminated
96T 岡田, 悠 (S) 津東高等学校 Eliminated
96T 板山, 梨音 (S) 別府翔青高等学校 Eliminated
96T 本間, 友望 (S) 学習院大学木曜会 Eliminated
96T 加藤, 舞 (S) 青森北高校今別校舎 Eliminated
102 山田, 夢羽未 (S) 沼津西高等学校 Eliminated
103 吉田, 陽香 (S) 湘南高等学校 Eliminated
104T 上島, 果穂 (S) 津東高等学校 Eliminated
104T 岩波, 想 (S) 諫早商業高等学校 Eliminated
106 松浦, 未留久 (S) 大阪国際滝井高等学校 Eliminated
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Table of 32

中央大学

日本体育大学

東京女子体育大学

鹿児島南高等学校

日本大学

日本大学

高崎商大附属高等学校

日本大学

早稲田大学

法政大学

佐賀商業高等学校

鹿児島南高等学校

三本松高等学校

立玄界高等学校

甲斐清和高等学校

中央大学

ＪＯＣEA

立玄界高等学校

和歌山東高等学校

大原学園高等学校

三本松高等学校

三本松高等学校

早稲田大学

大原学園高等学校

帝京高等学校

三本松高等学校

与野高等学校

三本松高等学校

日本女子体育大学

三本松高等学校

岐阜各務野高等学校

法政大学

1

Fence-off for Third

中央大学
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中央大学

日本大学

鹿児島南高等学校

中央大学

ＪＯＣEA

大原学園高等学校

三本松高等学校

法政大学

1

Fence-off for Third

中央大学

大原学園高等学校
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Place Name Country Birthdate
1 江村, 美咲 (S)
2 高嶋, 理紗 (S)
3 向江, 彩伽 (S)
4 稲野邉, 南 (S)
5 脇田, 樹魅 (S)
6 酒井, 舞亜 (S)
7 中庭, 舞弥 (S)
8 梅北, 愛斐 (S)
9 木村, 結 (S)
10 月野, 敬子 (S)
11T 吉田, 真花 (S)
11T 植村, 咲香 (S)
11T 黒田, ほのか (S)
14 雨田, 由香 (S)
15 水口, 智恵 (S)
16 小崎, 栞 (S)
17 山根, 真矢 (S)
18 松尾, 美都希 (S)
19 加藤, 玲衣 (S)
20 山本, 亜結 (S)
21 高橋, 千里香 (S)
22 原田, 渉未 (S)
23T 水谷, 仁美 (S)
23T 山下, さくら (S)
25 岡田, 梨良 (S)
26 福田, 響生 (S)
27 佐野, 友香 (S)
28 和田, 佳奈 (S)
29 鎌戸, あや (S)
30 笠, 沙彩 (S)
31 間宮, 菜奈未 (S)
32 高橋, 七美 (S)
33 髙山, 真歩 (S)
34 峰岸, 祐佳 (S)
35 祇園, 彩寧 (S)
36 桐木, 雪奈 (S)
37 伊佐, 茜音 (S)
38 岡原, 真琴 (S)
39 鹿野, 莉華子 (S)
40 肥後, 亜美 (S)
41 四井, 真里奈 (S)
42 井塚, 千昌 (S)
43 佐藤, 萌美 (S)
44 山田, ほのか (S)
45 揚石, 舞 (S)
46 奥村, 奈央 (S)
47T 原, 朋子 (S)
47T 山下, 涼花 (S)
49 田﨑, 愛 (S)
50 浅川, 由里 (S)
51 尾﨑, 世梨 (S)
52 矢幡, 侑菜 (S)
53 山川, 菜緒 (S)
54 白峰, 杏香 (S)
55 酒井, さゆり (S)
56 川口, 美怜 (S)
57 熊澤, 理久 (S)
58 飴谷, 女織 (S)
59 北村, 智世 (S)
60 畑澤, 佳乃 (S)
61 藤木, 妙咲 (S)
62 鈴木, 詩織 (S)
63 藤本, 桃歌 (S)
64 村上, 万里亜 (S)
65 清水, 淑刀 (S)
66 菊地, 花帆 (S)
67 山内, 今日香 (S)
68 中川, 麗夢 (S)



Place Name Country Birthdate
69 髙橋, 奈弓 (S)
70 奥野, 聖菜 (S)
71 佐野, 佑衣 (S)
72 設樂, ゆひな (S)
73 加藤, 怜 (S)
74 荒木, 夏鈴 (S)
75 佐林, 優 (S)
76T 小坂, 恵未 (S)
76T 岸川, 莉紗 (S)
78 土井下, 涼子 (S)
79 矢武, 大空 (S)
80 土佐林, 里帆 (S)
81 早乙女, 茉来 (S)
82T 大山, 美紀 (S)
82T 河合, 彩恵 (S)
82T 植田, 萌佳 (S)
85 高野, 真友 (S)
86T 谷口, 彩音 (S)
86T 宮﨑, 玲菜 (S)
88 佐藤, ことの (S)
89 福島, 亜澄 (S)
90 岩本, 朋華 (S)
91 鈴木, 日真莉 (S)
92 青木, 茉琳 (S)
93 髙橋, 美帆 (S)
94 濵野, 純奈 (S)
95 金子, 茜 (S)
96T 今村, 未羽 (S)
96T 横田, 彩未 (S)
96T 岡田, 悠 (S)
96T 板山, 梨音 (S)
96T 本間, 友望 (S)
96T 加藤, 舞 (S)
102 山田, 夢羽未 (S)
103 吉田, 陽香 (S)
104T 上島, 果穂 (S)
104T 岩波, 想 (S)
106 松浦, 未留久 (S)
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Name Country FJE Rating Member # Pool Table of 64 Table of 32 Table of 32 Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Fence-off for Third Finals


