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# Name Clubs Country Rank Birthdate
1 阿藤, 澪 (E) 高崎商大附属高等学校 200
2 安藤, きらら (E) 津久見高等学校 200
3 伊藤, 杏樹 (E) 筑波大学附属高等学校 11
4 伊藤, 凛 (E) 松江FC 14
5 一藤木, 由香 (E) 沼津FC 24
6 稲山, 友梨 (E) プラチナFT 6
7 浦川, 真生 (E) 諫早商業高等学校 47
8 永井, 杏奈 (E) 至学館高等学校 5
9 遠西, 明花音 (E) 緑岡高等学校 59
10 遠藤, 美琴 (E) 米沢興譲館高等学校 39
11 岡田, 花鈴 (E) ジュニアフェンシング大分 200
12 岡田, 渓 (E) 日本F研究会 26
13 河村, 菜々子 (E) 岐阜各務野高等学校 200
14 丸山, さくら (E) 王子総合高等学校 7
15 吉村, 優里 (E) 新潟高等学校 200
16 吉田, ひなた (E) 鼎FC 200
17 吉本, 地亜 (E) 同志社女子中・高 200
18 境, 希梨 (E) 諫早商業高等学校 67
19 玉山, めぐ (E) 北上翔南高等学校 200
20 玉本, 愛佳 (E) 光ヶ丘FC 200
21 駒﨑, 瑠菜 (E) 与野高等学校 43
22 後藤, 麻瑚都 (E) 黒石高等学校 200
23 高橋, 栄利佳 (E) プラチナFT 1
24 高橋, 由奈 (E) S・E・ASC 200
25 佐藤, 琴美 (E) 一関第二高等学校 9
26 山口, 陽菜乃 (E) 龍谷富山高等学校 200
27 山口, 藍 (E) 鹿児島高等学校 200
28 山根, 妃七 (E) 武生商業高等学校 200
29 山内, 梨緒 (E) 掛川西高等学校 200
30 山本, 有沙 (E) YAMAGUCHIJR.AA 18
31 市ヶ谷, 愛 (E) 高松北中学校 15
32 寺山, 珠樹 (E) 乙訓高等学校 3
33 小野, 瑞葵 (E) 埼玉栄中学校 28
34 小林, 叶佳 (E) ＳＦＡ 21
35 上原, はづき (E) 野々市明倫高等学校 200
36 城山, 真乃 (E) 田名部高等学校 200
37 森, 陽奈子 (E) 大分豊府中学校 36
38 森崎, ひかる (E) 翔陽高等学校 200
39 水川, 和香苗 (E) 一関FS少年団 200
40 菅, 紗矢香 (E) 慶應湘南藤沢高等部 25
41 菅野, 瑠菜 (E) 川俣高等学校 200
42 成田, 実礼 (E) 秋田市JR.FS 200
43 石丸, 葉菜 (E) 東葛飾中学校 71
44 石三, 彩香 (E) 宮崎南高等学校 200
45 石川, 夏帆 (E) 香川JR.FC 200
46 石村, 愛美 (E) 岡山大安寺中等教育学校 200
47 石塚, 未悠 (E) 札幌大谷高等学校 200
48 千葉, 圭 (E) 至学館高等学校 8
49 川口, 実来 (E) 明石JR.FC 32
50 倉田, 美月 (E) 津東高等学校 37
51 増田, 杏心 (E) 西大寺高等学校 19
52 村上, 果乃 (E) 至学館高等学校 200
53 大西, 愛 (E) 米沢市FS少年団 17
54 大谷, 桜子 (E) 鹿児島高等学校 200
55 大北, 夏琳 (E) 羽島北高等学校 33
56 中出, 陽愛 (E) はしまモア 200
57 中村, 真琴 (E) 板橋FC 13
58 長崎, 東子 (E) 合川FC 200
59 塚越, 愛菜 (E) 高崎商大附属高等学校 200
60 辻田, 萌華 (E) 法政大学第二高等学校 200
61 田村, 瞳水 (E) 向陽高等学校 200
62 田添, 真悠 (E) 緑岡高等学校 57
63 渡邉, 万泉佳 (E) 新潟高等学校 30
64 土田, 綾音 (E) 野々市明倫高等学校 200
65 藤掛, 夏海 (E) 埼玉栄高等学校 42
66 藤本, 紗有 (E) 三本松高等学校 200
67 内山, 澪 (E) YAMAGUCHIJR.AA 12
68 南, 愛 (E) 鳥羽FC 63



# Name Clubs Country Rank Birthdate
69 菱川, 桃子 (E) 宇都宮南高等学校 200
70 保志場, 夢紡 (E) 甲陵高等学校 200
71 本間, 理紗子 (E) 仙台第二高等学校 200
72 明石, 愛恵 (E) 高松北中学校 10
73 木村, 彩那 (E) 札幌大谷中学校 200
74 野田, 結愛 (E) 翔陽高等学校 200
75 陸川, 麻琴 (E) 大穴FC 200
76 林, 菜々海 (E) 伊那北高等学校 48
77 鈴木, 優那 (E) 三本松高等学校 60
78 鈴木, 麟 (E) 米沢興譲館高等学校 40
79 蓮井, 陽菜 (E) 高松北高等学校 4
80 濱松, 里紗 (E) 埼玉栄中学校 20
81 齋藤, 華南 (E) 秋田市JR.FS 2
82 髙嶌, 乙羽 (E) 鴨沂高等学校 27
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Seed Name Club Country Rank Notes
1 高橋, 栄利佳 (E) プラチナFT 1 Exempt from this round
2 齋藤, 華南 (E) 秋田市JR.FS 2 Exempt from this round
3 寺山, 珠樹 (E) 乙訓高等学校 3 Exempt from this round
4 蓮井, 陽菜 (E) 高松北高等学校 4 Exempt from this round
5 永井, 杏奈 (E) 至学館高等学校 5 Exempt from this round
6 稲山, 友梨 (E) プラチナFT 6 Exempt from this round
7 丸山, さくら (E) 王子総合高等学校 7 Exempt from this round
8 千葉, 圭 (E) 至学館高等学校 8 Exempt from this round
9 佐藤, 琴美 (E) 一関第二高等学校 9
10 明石, 愛恵 (E) 高松北中学校 10
11 伊藤, 杏樹 (E) 筑波大学附属高等学校 11
12 内山, 澪 (E) YAMAGUCHIJR.AA 12
13 中村, 真琴 (E) 板橋FC 13
14 伊藤, 凛 (E) 松江FC 14
15 市ヶ谷, 愛 (E) 高松北中学校 15
16 大西, 愛 (E) 米沢市FS少年団 17
17 山本, 有沙 (E) YAMAGUCHIJR.AA 18
18 増田, 杏心 (E) 西大寺高等学校 19
19 濱松, 里紗 (E) 埼玉栄中学校 20
20 小林, 叶佳 (E) ＳＦＡ 21
21 一藤木, 由香 (E) 沼津FC 24
22 菅, 紗矢香 (E) 慶應湘南藤沢高等部 25
23 岡田, 渓 (E) 日本F研究会 26
24 髙嶌, 乙羽 (E) 鴨沂高等学校 27
25 小野, 瑞葵 (E) 埼玉栄中学校 28
26 渡邉, 万泉佳 (E) 新潟高等学校 30
27 川口, 実来 (E) 明石JR.FC 32
28 大北, 夏琳 (E) 羽島北高等学校 33
29 森, 陽奈子 (E) 大分豊府中学校 36
30 倉田, 美月 (E) 津東高等学校 37
31 遠藤, 美琴 (E) 米沢興譲館高等学校 39
32 鈴木, 麟 (E) 米沢興譲館高等学校 40
33 藤掛, 夏海 (E) 埼玉栄高等学校 42
34 駒﨑, 瑠菜 (E) 与野高等学校 43
35 浦川, 真生 (E) 諫早商業高等学校 47
36 林, 菜々海 (E) 伊那北高等学校 48
37 田添, 真悠 (E) 緑岡高等学校 57
38 遠西, 明花音 (E) 緑岡高等学校 59
39 鈴木, 優那 (E) 三本松高等学校 60
40 南, 愛 (E) 鳥羽FC 63
41 境, 希梨 (E) 諫早商業高等学校 67
42 石丸, 葉菜 (E) 東葛飾中学校 71
43 後藤, 麻瑚都 (E) 黒石高等学校 200
44 城山, 真乃 (E) 田名部高等学校 200
45 上原, はづき (E) 野々市明倫高等学校 200
46 山口, 陽菜乃 (E) 龍谷富山高等学校 200
47 安藤, きらら (E) 津久見高等学校 200
48 吉田, ひなた (E) 鼎FC 200
49 石三, 彩香 (E) 宮崎南高等学校 200
50 菅野, 瑠菜 (E) 川俣高等学校 200
51 本間, 理紗子 (E) 仙台第二高等学校 200
52 石塚, 未悠 (E) 札幌大谷高等学校 200
53 吉村, 優里 (E) 新潟高等学校 200
54 河村, 菜々子 (E) 岐阜各務野高等学校 200
55 木村, 彩那 (E) 札幌大谷中学校 200
56 中出, 陽愛 (E) はしまモア 200
57 辻田, 萌華 (E) 法政大学第二高等学校 200
58 森崎, ひかる (E) 翔陽高等学校 200
59 吉本, 地亜 (E) 同志社女子中・高 200
60 山根, 妃七 (E) 武生商業高等学校 200
61 保志場, 夢紡 (E) 甲陵高等学校 200
62 藤本, 紗有 (E) 三本松高等学校 200
63 高橋, 由奈 (E) S・E・ASC 200
64 村上, 果乃 (E) 至学館高等学校 200
65 田村, 瞳水 (E) 向陽高等学校 200
66 石川, 夏帆 (E) 香川JR.FC 200
67 山内, 梨緒 (E) 掛川西高等学校 200
68 岡田, 花鈴 (E) ジュニアフェンシング大分 200



Seed Name Club Country Rank Notes
69 野田, 結愛 (E) 翔陽高等学校 200
70 土田, 綾音 (E) 野々市明倫高等学校 200
71 玉山, めぐ (E) 北上翔南高等学校 200
72 成田, 実礼 (E) 秋田市JR.FS 200
73 山口, 藍 (E) 鹿児島高等学校 200
74 水川, 和香苗 (E) 一関FS少年団 200
75 菱川, 桃子 (E) 宇都宮南高等学校 200
76 石村, 愛美 (E) 岡山大安寺中等教育学校 200
77 玉本, 愛佳 (E) 光ヶ丘FC 200
78 大谷, 桜子 (E) 鹿児島高等学校 200
79 陸川, 麻琴 (E) 大穴FC 200
80 塚越, 愛菜 (E) 高崎商大附属高等学校 200
81 長崎, 東子 (E) 合川FC 200
82 阿藤, 澪 (E) 高崎商大附属高等学校 200
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Referee(s):

村上, 果乃 (E) 至学館高等学校

林, 菜々海 (E) 伊那北高等学校

佐藤, 琴美 (E) 一関第二高等学校

田村, 瞳水 (E) 向陽高等学校

田添, 真悠 (E) 緑岡高等学校

陸川, 麻琴 (E) 大穴FC

Referee(s):

明石, 愛恵 (E) 高松北中学校

遠西, 明花音 (E) 緑岡高等学校

浦川, 真生 (E) 諫早商業高等学校

藤本, 紗有 (E) 三本松高等学校

石川, 夏帆 (E) 香川JR.FC

塚越, 愛菜 (E) 高崎商大附属高等学校

Referee(s):

高橋, 由奈 (E) S・E・ASC

鈴木, 優那 (E) 三本松高等学校

山内, 梨緒 (E) 掛川西高等学校

伊藤, 杏樹 (E) 筑波大学附属高等学校

駒﨑, 瑠菜 (E) 与野高等学校

長崎, 東子 (E) 合川FC



Referee(s):

藤掛, 夏海 (E) 埼玉栄高等学校

南, 愛 (E) 鳥羽FC

保志場, 夢紡 (E) 甲陵高等学校

内山, 澪 (E) YAMAGUCHIJR.AA

岡田, 花鈴 (E) ジュニアフェンシング大分

阿藤, 澪 (E) 高崎商大附属高等学校

Referee(s):

鈴木, 麟 (E) 米沢興譲館高等学校

境, 希梨 (E) 諫早商業高等学校

中村, 真琴 (E) 板橋FC

野田, 結愛 (E) 翔陽高等学校

山根, 妃七 (E) 武生商業高等学校

Referee(s):

伊藤, 凛 (E) 松江FC

石丸, 葉菜 (E) 東葛飾中学校

吉本, 地亜 (E) 同志社女子中・高

土田, 綾音 (E) 野々市明倫高等学校

遠藤, 美琴 (E) 米沢興譲館高等学校

Referee(s):

後藤, 麻瑚都 (E) 黒石高等学校

倉田, 美月 (E) 津東高等学校

森崎, ひかる (E) 翔陽高等学校

市ヶ谷, 愛 (E) 高松北中学校

玉山, めぐ (E) 北上翔南高等学校



Referee(s):

森, 陽奈子 (E) 大分豊府中学校

城山, 真乃 (E) 田名部高等学校

辻田, 萌華 (E) 法政大学第二高等学校

大西, 愛 (E) 米沢市FS少年団

成田, 実礼 (E) 秋田市JR.FS

Referee(s):

上原, はづき (E) 野々市明倫高等学校

中出, 陽愛 (E) はしまモア

山口, 藍 (E) 鹿児島高等学校

大北, 夏琳 (E) 羽島北高等学校

山本, 有沙 (E) YAMAGUCHIJR.AA

Referee(s):

木村, 彩那 (E) 札幌大谷中学校

増田, 杏心 (E) 西大寺高等学校

山口, 陽菜乃 (E) 龍谷富山高等学校

川口, 実来 (E) 明石JR.FC

水川, 和香苗 (E) 一関FS少年団

Referee(s):

渡邉, 万泉佳 (E) 新潟高等学校

菱川, 桃子 (E) 宇都宮南高等学校

濱松, 里紗 (E) 埼玉栄中学校

安藤, きらら (E) 津久見高等学校

河村, 菜々子 (E) 岐阜各務野高等学校



Referee(s):

吉村, 優里 (E) 新潟高等学校

小野, 瑞葵 (E) 埼玉栄中学校

吉田, ひなた (E) 鼎FC

石村, 愛美 (E) 岡山大安寺中等教育学校

小林, 叶佳 (E) ＳＦＡ

Referee(s):

髙嶌, 乙羽 (E) 鴨沂高等学校

石三, 彩香 (E) 宮崎南高等学校

玉本, 愛佳 (E) 光ヶ丘FC

一藤木, 由香 (E) 沼津FC

石塚, 未悠 (E) 札幌大谷高等学校

Referee(s):

岡田, 渓 (E) 日本F研究会

大谷, 桜子 (E) 鹿児島高等学校

菅, 紗矢香 (E) 慶應湘南藤沢高等部

菅野, 瑠菜 (E) 川俣高等学校

本間, 理紗子 (E) 仙台第二高等学校
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Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
1 高橋, 栄利佳 (E) プラチナFT Exempt from this round
2 齋藤, 華南 (E) 秋田市JR.FS Exempt from this round
3 寺山, 珠樹 (E) 乙訓高等学校 Exempt from this round
4 蓮井, 陽菜 (E) 高松北高等学校 Exempt from this round
5 永井, 杏奈 (E) 至学館高等学校 Exempt from this round
6 稲山, 友梨 (E) プラチナFT Exempt from this round
7 丸山, さくら (E) 王子総合高等学校 Exempt from this round
8 千葉, 圭 (E) 至学館高等学校 Exempt from this round
9 内山, 澪 (E) YAMAGUCHIJR.AA 5 1.00 25 8 +17 Exempt from this round
10 河村, 菜々子 (E) 岐阜各務野高等学校 4 1.00 20 4 +16 Exempt from this round
11 伊藤, 杏樹 (E) 筑波大学附属高等学校 5 1.00 24 9 +15 Exempt from this round
12 中村, 真琴 (E) 板橋FC 4 1.00 20 7 +13 Exempt from this round
13T 小林, 叶佳 (E) ＳＦＡ 4 1.00 20 8 +12 Exempt from this round
13T 中出, 陽愛 (E) はしまモア 4 1.00 20 8 +12 Exempt from this round
15 森, 陽奈子 (E) 大分豊府中学校 4 1.00 19 7 +12 Exempt from this round
16 佐藤, 琴美 (E) 一関第二高等学校 5 1.00 24 13 +11 Exempt from this round
17 川口, 実来 (E) 明石JR.FC 4 1.00 20 9 +11 Advanced
18 岡田, 渓 (E) 日本F研究会 4 1.00 18 11 +7 Advanced
19 陸川, 麻琴 (E) 大穴FC 4 0.80 24 12 +12 Advanced
20 明石, 愛恵 (E) 高松北中学校 4 0.80 21 9 +12 Advanced
21 岡田, 花鈴 (E) ジュニアフェンシング大分 4 0.80 22 11 +11 Advanced
22 浦川, 真生 (E) 諫早商業高等学校 4 0.80 22 15 +7 Advanced
23 倉田, 美月 (E) 津東高等学校 3 0.75 18 10 +8 Advanced
24T 山本, 有沙 (E) YAMAGUCHIJR.AA 3 0.75 17 11 +6 Advanced
24T 成田, 実礼 (E) 秋田市JR.FS 3 0.75 17 11 +6 Advanced
24T 遠藤, 美琴 (E) 米沢興譲館高等学校 3 0.75 17 11 +6 Advanced
27 玉本, 愛佳 (E) 光ヶ丘FC 3 0.75 16 10 +6 Advanced
28 小野, 瑞葵 (E) 埼玉栄中学校 3 0.75 15 10 +5 Advanced
29 市ヶ谷, 愛 (E) 高松北中学校 3 0.75 16 12 +4 Advanced
30 鈴木, 麟 (E) 米沢興譲館高等学校 3 0.75 17 14 +3 Advanced
31 一藤木, 由香 (E) 沼津FC 3 0.75 16 13 +3 Advanced
32 水川, 和香苗 (E) 一関FS少年団 3 0.75 16 15 +1 Advanced
33 石丸, 葉菜 (E) 東葛飾中学校 3 0.75 13 12 +1 Advanced
34 石川, 夏帆 (E) 香川JR.FC 3 0.60 21 14 +7 Advanced
35T 田村, 瞳水 (E) 向陽高等学校 3 0.60 20 17 +3 Advanced
35T 山内, 梨緒 (E) 掛川西高等学校 3 0.60 20 17 +3 Advanced
37 藤掛, 夏海 (E) 埼玉栄高等学校 3 0.60 17 15 +2 Advanced
38 塚越, 愛菜 (E) 高崎商大附属高等学校 3 0.60 18 19 -1 Advanced
39 増田, 杏心 (E) 西大寺高等学校 2 0.50 15 9 +6 Advanced
40 髙嶌, 乙羽 (E) 鴨沂高等学校 2 0.50 17 12 +5 Advanced
41T 濱松, 里紗 (E) 埼玉栄中学校 2 0.50 15 12 +3 Advanced
41T 大北, 夏琳 (E) 羽島北高等学校 2 0.50 15 12 +3 Advanced
43 大谷, 桜子 (E) 鹿児島高等学校 2 0.50 14 11 +3 Advanced
44 後藤, 麻瑚都 (E) 黒石高等学校 2 0.50 16 14 +2 Advanced
45T 境, 希梨 (E) 諫早商業高等学校 2 0.50 15 14 +1 Advanced
45T 伊藤, 凛 (E) 松江FC 2 0.50 15 14 +1 Advanced
47 石三, 彩香 (E) 宮崎南高等学校 2 0.50 14 13 +1 Advanced
48 菅野, 瑠菜 (E) 川俣高等学校 2 0.50 15 16 -1 Advanced
49 大西, 愛 (E) 米沢市FS少年団 2 0.50 12 13 -1 Advanced
50 吉田, ひなた (E) 鼎FC 2 0.50 13 15 -2 Advanced
51 森崎, ひかる (E) 翔陽高等学校 2 0.50 12 14 -2 Advanced
52 安藤, きらら (E) 津久見高等学校 2 0.50 14 17 -3 Advanced
53 土田, 綾音 (E) 野々市明倫高等学校 2 0.50 13 16 -3 Advanced
54 渡邉, 万泉佳 (E) 新潟高等学校 2 0.50 12 15 -3 Advanced
55 菅, 紗矢香 (E) 慶應湘南藤沢高等部 2 0.50 14 18 -4 Advanced
56 駒﨑, 瑠菜 (E) 与野高等学校 2 0.40 19 22 -3 Advanced
57 鈴木, 優那 (E) 三本松高等学校 2 0.40 17 21 -4 Advanced
58 高橋, 由奈 (E) S・E・ASC 2 0.40 14 20 -6 Advanced
59 保志場, 夢紡 (E) 甲陵高等学校 2 0.40 13 20 -7 Advanced
60 石村, 愛美 (E) 岡山大安寺中等教育学校 1 0.25 13 16 -3 Advanced
61 野田, 結愛 (E) 翔陽高等学校 1 0.25 12 16 -4 Eliminated
62 山口, 陽菜乃 (E) 龍谷富山高等学校 1 0.25 11 19 -8 Eliminated
63 城山, 真乃 (E) 田名部高等学校 1 0.25 8 16 -8 Eliminated
64 上原, はづき (E) 野々市明倫高等学校 1 0.25 9 18 -9 Eliminated
65 長崎, 東子 (E) 合川FC 1 0.20 17 22 -5 Eliminated
66 田添, 真悠 (E) 緑岡高等学校 1 0.20 12 20 -8 Eliminated
67T 林, 菜々海 (E) 伊那北高等学校 1 0.20 12 21 -9 Eliminated
67T 村上, 果乃 (E) 至学館高等学校 1 0.20 12 21 -9 Eliminated



Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
69T 藤本, 紗有 (E) 三本松高等学校 1 0.20 12 22 -10 Eliminated
69T 南, 愛 (E) 鳥羽FC 1 0.20 12 22 -10 Eliminated
71 本間, 理紗子 (E) 仙台第二高等学校 0 0.00 12 17 -5 Eliminated
72 吉本, 地亜 (E) 同志社女子中・高 0 0.00 11 16 -5 Eliminated
73 辻田, 萌華 (E) 法政大学第二高等学校 0 0.00 8 17 -9 Eliminated
74 木村, 彩那 (E) 札幌大谷中学校 0 0.00 10 20 -10 Eliminated
75T 玉山, めぐ (E) 北上翔南高等学校 0 0.00 8 20 -12 Eliminated
75T 吉村, 優里 (E) 新潟高等学校 0 0.00 8 20 -12 Eliminated
77 山口, 藍 (E) 鹿児島高等学校 0 0.00 7 19 -12 Eliminated
78 阿藤, 澪 (E) 高崎商大附属高等学校 0 0.00 12 25 -13 Eliminated
79T 山根, 妃七 (E) 武生商業高等学校 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
79T 菱川, 桃子 (E) 宇都宮南高等学校 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
81 遠西, 明花音 (E) 緑岡高等学校 0 0.00 7 22 -15 Eliminated
82 石塚, 未悠 (E) 札幌大谷高等学校 0 0.00 2 17 -15 Eliminated
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明石JR.FC

米沢市FS少年団

川俣高等学校

東葛飾中学校

一関FS少年団

秋田市JR.FS

三本松高等学校

鴨沂高等学校

埼玉栄中学校

与野高等学校

YAMAGUCHIJR.AA

ジュニアフェンシング大分

野々市明倫高等学校

黒石高等学校

埼玉栄高等学校

岡山大安寺中等教育学校

埼玉栄中学校

高松北中学校

向陽高等学校

諫早商業高等学校

津久見高等学校

高松北中学校
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大穴FC

翔陽高等学校

松江FC

掛川西高等学校

米沢興譲館高等学校

光ヶ丘FC

甲陵高等学校

高崎商大附属高等学校

鹿児島高等学校

新潟高等学校

諫早商業高等学校

津東高等学校

慶應湘南藤沢高等部

羽島北高等学校

西大寺高等学校

S・E・ASC

米沢興譲館高等学校

沼津FC

香川JR.FC

宮崎南高等学校

鼎FC

日本F研究会



CDTWE
第25回JOC 第３日
2018年1月13日 - 10:00

Seed Name Club Country Notes
1 高橋, 栄利佳 (E) プラチナFT Advanced
2 齋藤, 華南 (E) 秋田市JR.FS Advanced
3 寺山, 珠樹 (E) 乙訓高等学校 Advanced
4 蓮井, 陽菜 (E) 高松北高等学校 Advanced
5 永井, 杏奈 (E) 至学館高等学校 Advanced
6 稲山, 友梨 (E) プラチナFT Advanced
7 丸山, さくら (E) 王子総合高等学校 Advanced
8 千葉, 圭 (E) 至学館高等学校 Advanced
9 内山, 澪 (E) YAMAGUCHIJR.AA Advanced
10 河村, 菜々子 (E) 岐阜各務野高等学校 Advanced
11 伊藤, 杏樹 (E) 筑波大学附属高等学校 Advanced
12 中村, 真琴 (E) 板橋FC Advanced
13T 小林, 叶佳 (E) ＳＦＡ Advanced
13T 中出, 陽愛 (E) はしまモア Advanced
15 森, 陽奈子 (E) 大分豊府中学校 Advanced
16 佐藤, 琴美 (E) 一関第二高等学校 Advanced
17 陸川, 麻琴 (E) 大穴FC Advanced
18 明石, 愛恵 (E) 高松北中学校 Advanced
19 岡田, 花鈴 (E) ジュニアフェンシング大分 Advanced
20 倉田, 美月 (E) 津東高等学校 Advanced
21T 山本, 有沙 (E) YAMAGUCHIJR.AA Advanced
21T 成田, 実礼 (E) 秋田市JR.FS Advanced
21T 遠藤, 美琴 (E) 米沢興譲館高等学校 Advanced
24 玉本, 愛佳 (E) 光ヶ丘FC Advanced
25 市ヶ谷, 愛 (E) 高松北中学校 Advanced
26 鈴木, 麟 (E) 米沢興譲館高等学校 Advanced
27 一藤木, 由香 (E) 沼津FC Advanced
28 石丸, 葉菜 (E) 東葛飾中学校 Advanced
29 藤掛, 夏海 (E) 埼玉栄高等学校 Advanced
30 大谷, 桜子 (E) 鹿児島高等学校 Advanced
31 大西, 愛 (E) 米沢市FS少年団 Advanced
32 吉田, ひなた (E) 鼎FC Advanced
33 川口, 実来 (E) 明石JR.FC Eliminated
34 岡田, 渓 (E) 日本F研究会 Eliminated
35 浦川, 真生 (E) 諫早商業高等学校 Eliminated
36 小野, 瑞葵 (E) 埼玉栄中学校 Eliminated
37 水川, 和香苗 (E) 一関FS少年団 Eliminated
38 石川, 夏帆 (E) 香川JR.FC Eliminated
39T 山内, 梨緒 (E) 掛川西高等学校 Eliminated
39T 田村, 瞳水 (E) 向陽高等学校 Eliminated
41 塚越, 愛菜 (E) 高崎商大附属高等学校 Eliminated
42 髙嶌, 乙羽 (E) 鴨沂高等学校 Eliminated
43 大北, 夏琳 (E) 羽島北高等学校 Eliminated
44 後藤, 麻瑚都 (E) 黒石高等学校 Eliminated
45 伊藤, 凛 (E) 松江FC Eliminated
46 安藤, きらら (E) 津久見高等学校 Eliminated
47 駒﨑, 瑠菜 (E) 与野高等学校 Eliminated
48 高橋, 由奈 (E) S・E・ASC Eliminated
49 増田, 杏心 (E) 西大寺高等学校 Eliminated
50 濱松, 里紗 (E) 埼玉栄中学校 Eliminated
51 境, 希梨 (E) 諫早商業高等学校 Eliminated
52 石三, 彩香 (E) 宮崎南高等学校 Eliminated
53 菅野, 瑠菜 (E) 川俣高等学校 Eliminated
54 森崎, ひかる (E) 翔陽高等学校 Eliminated
55 土田, 綾音 (E) 野々市明倫高等学校 Eliminated
56 渡邉, 万泉佳 (E) 新潟高等学校 Eliminated
57 菅, 紗矢香 (E) 慶應湘南藤沢高等部 Eliminated
58 鈴木, 優那 (E) 三本松高等学校 Eliminated
59 保志場, 夢紡 (E) 甲陵高等学校 Eliminated
60 石村, 愛美 (E) 岡山大安寺中等教育学校 Eliminated
61 野田, 結愛 (E) 翔陽高等学校 Eliminated
62 山口, 陽菜乃 (E) 龍谷富山高等学校 Eliminated
63 城山, 真乃 (E) 田名部高等学校 Eliminated
64 上原, はづき (E) 野々市明倫高等学校 Eliminated
65 長崎, 東子 (E) 合川FC Eliminated
66 田添, 真悠 (E) 緑岡高等学校 Eliminated
67T 村上, 果乃 (E) 至学館高等学校 Eliminated
67T 林, 菜々海 (E) 伊那北高等学校 Eliminated
69T 藤本, 紗有 (E) 三本松高等学校 Eliminated



Seed Name Club Country Notes
69T 南, 愛 (E) 鳥羽FC Eliminated
71 本間, 理紗子 (E) 仙台第二高等学校 Eliminated
72 吉本, 地亜 (E) 同志社女子中・高 Eliminated
73 辻田, 萌華 (E) 法政大学第二高等学校 Eliminated
74 木村, 彩那 (E) 札幌大谷中学校 Eliminated
75T 玉山, めぐ (E) 北上翔南高等学校 Eliminated
75T 吉村, 優里 (E) 新潟高等学校 Eliminated
77 山口, 藍 (E) 鹿児島高等学校 Eliminated
78 阿藤, 澪 (E) 高崎商大附属高等学校 Eliminated
79T 山根, 妃七 (E) 武生商業高等学校 Eliminated
79T 菱川, 桃子 (E) 宇都宮南高等学校 Eliminated
81 遠西, 明花音 (E) 緑岡高等学校 Eliminated
82 石塚, 未悠 (E) 札幌大谷高等学校 Eliminated
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プラチナFT

鼎FC

大穴FC

一関第二高等学校

YAMAGUCHIJR.AA

光ヶ丘FC

高松北中学校

至学館高等学校

至学館高等学校

東葛飾中学校

米沢興譲館高等学校

板橋FC

はしまモア

津東高等学校

埼玉栄高等学校

高松北高等学校

乙訓高等学校

鹿児島高等学校

ジュニアフェンシング大分

ＳＦＡ

筑波大学附属高等学校

秋田市JR.FS

沼津FC

プラチナFT

王子総合高等学校

米沢興譲館高等学校

YAMAGUCHIJR.AA

岐阜各務野高等学校

大分豊府中学校

高松北中学校

米沢市FS少年団

秋田市JR.FS

1

Fence-off for Third

プラチナFT
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プラチナFT

至学館高等学校

至学館高等学校

高松北高等学校

乙訓高等学校

プラチナFT

王子総合高等学校

秋田市JR.FS

1

Fence-off for Third

プラチナFT

王子総合高等学校
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Place Name Country Birthdate
1 永井, 杏奈 (E)
2 寺山, 珠樹 (E)
3 高橋, 栄利佳 (E)
4 丸山, さくら (E)
5 齋藤, 華南 (E)
6 蓮井, 陽菜 (E)
7 稲山, 友梨 (E)
8 千葉, 圭 (E)
9 中村, 真琴 (E)
10T 中出, 陽愛 (E)
10T 小林, 叶佳 (E)
12 森, 陽奈子 (E)
13 佐藤, 琴美 (E)
14T 山本, 有沙 (E)
14T 成田, 実礼 (E)
16 玉本, 愛佳 (E)
17 内山, 澪 (E)
18 河村, 菜々子 (E)
19 伊藤, 杏樹 (E)
20 陸川, 麻琴 (E)
21 明石, 愛恵 (E)
22 岡田, 花鈴 (E)
23 倉田, 美月 (E)
24 遠藤, 美琴 (E)
25 市ヶ谷, 愛 (E)
26 鈴木, 麟 (E)
27 一藤木, 由香 (E)
28 石丸, 葉菜 (E)
29 藤掛, 夏海 (E)
30 大谷, 桜子 (E)
31 大西, 愛 (E)
32 吉田, ひなた (E)
33 川口, 実来 (E)
34 岡田, 渓 (E)
35 浦川, 真生 (E)
36 小野, 瑞葵 (E)
37 水川, 和香苗 (E)
38 石川, 夏帆 (E)
39T 山内, 梨緒 (E)
39T 田村, 瞳水 (E)
41 塚越, 愛菜 (E)
42 髙嶌, 乙羽 (E)
43 大北, 夏琳 (E)
44 後藤, 麻瑚都 (E)
45 伊藤, 凛 (E)
46 安藤, きらら (E)
47 駒﨑, 瑠菜 (E)
48 高橋, 由奈 (E)
49 増田, 杏心 (E)
50 濱松, 里紗 (E)
51 境, 希梨 (E)
52 石三, 彩香 (E)
53 菅野, 瑠菜 (E)
54 森崎, ひかる (E)
55 土田, 綾音 (E)
56 渡邉, 万泉佳 (E)
57 菅, 紗矢香 (E)
58 鈴木, 優那 (E)
59 保志場, 夢紡 (E)
60 石村, 愛美 (E)
61 野田, 結愛 (E)
62 山口, 陽菜乃 (E)
63 城山, 真乃 (E)
64 上原, はづき (E)
65 長崎, 東子 (E)
66 田添, 真悠 (E)
67T 村上, 果乃 (E)
67T 林, 菜々海 (E)



Place Name Country Birthdate
69T 藤本, 紗有 (E)
69T 南, 愛 (E)
71 本間, 理紗子 (E)
72 吉本, 地亜 (E)
73 辻田, 萌華 (E)
74 木村, 彩那 (E)
75T 玉山, めぐ (E)
75T 吉村, 優里 (E)
77 山口, 藍 (E)
78 阿藤, 澪 (E)
79T 山根, 妃七 (E)
79T 菱川, 桃子 (E)
81 遠西, 明花音 (E)
82 石塚, 未悠 (E)
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