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# Name Clubs Country Rank Birthdate
1 ソンダース, 佳央梨 (E) 甲陵高等学校 200
2 伊藤, 杏樹 (E) 筑波大学附属高等学校 26
3 伊藤, 藍 (E) 龍谷大平安高等学校 200
4 稲山, 友梨 (E) プラチナFT 12
5 影山, 野希花 (E) 早稲田実業学校高等部 17
6 永井, 杏奈 (E) 至学館高等学校 9
7 永嶋, 桃名 (E) 朝日大学 62
8 永野, 菜津子 (E) 水戸女子高等学校 200
9 益田, 椎菜 (E) 愛知商業高等学校 200
10 遠藤, 美琴 (E) 米沢興譲館高等学校 200
11 奥田, あや (E) 津東高等学校 83
12 押川, 帆乃香 (E) 神辺旭高等学校 200
13 下地, 柚香 (E) 大阪国際滝井高等学校 200
14 河瀬, 珠恵 (E) 日本大学 4
15 河村, 菜々子 (E) 岐阜各務野高等学校 200
16 花田, 夏芽 (E) 東京女子体育大学 200
17 関戸, 彩奈 (E) 向陽高等学校 200
18 丸山, さくら (E) 王子総合高等学校 16
19 巌, 香蓮 (E) 星陵高等学校 200
20 岩田, 楓子 (E) 松陽高等学校 200
21 岩同, ひまわり (E) 関西学院大学 32
22 吉松, ひなた (E) 東海大静岡翔洋高等学校 200
23 吉松, 琳果 (E) 日本大学 15
24 境, 希梨 (E) 諫早商業高等学校 200
25 郷間, 芽衣 (E) 宇都宮中央女子高校 200
26 金氣, 愛華 (E) 鹿児島高等学校 41
27 駒場, みなみ (E) 早稲田大学 2
28 隈川, 知里 (E) 埼玉栄高等学校 200
29 原田, 紗希 (E) 慶應義塾女子高等学校 8
30 後藤, ゆうか (E) 米沢興譲館高等学校 80
31 荒川, 愛絵 (E) 栃木商業高等学校 200
32 香川, 万葉 (E) 金沢二水高等学校 200
33 高橋, 栄利佳 (E) プラチナFT 1
34 高橋, 里衣 (E) 大垣養老高等学校 7
35 黒須, 佑実 (E) 学習院大学木曜会 86
36 佐藤, 琴美 (E) 一関第二高等学校 23
37 佐藤, 萌笑 (E) 朝日大学 21
38 佐藤, 涼華 (E) 秋田北鷹高等学校 36
39 坂場, 有華 (E) 明治大学 45
40 坂本, 美優 (E) 諫早商業高等学校 200
41 山下, 遥乃 (E) 立玄界高等学校 57
42 山口, 優香 (E) 柏陵高等学校 200
43 山田, 夏妃 (E) 緑岡高等学校 67
44 山本, 奈央 (E) 学習院大学木曜会 200
45 市ヶ谷, 愛 (E) 高松北中学校 70
46 市ヶ谷, 真奈実 (E) 三本松高等学校 200
47 市川, 万里子 (E) 湘南高等学校 47
48 寺山, 珠樹 (E) 乙訓高等学校 14
49 篠原, 春花 (E) 箕輪進修高等学校 75
50 緒方, 優姫 (E) 宮崎南高等学校 200
51 小笠原, 彩乃 (E) 仙台市立仙台高等学校 200
52 小山, 未来 (E) 宮城県仙台第二高等学校 92
53 小倉, 夏美 (E) 沼田女子高等学校 97
54 小池, 莉加 (E) 甲斐清和高等学校 200
55 小塚, 麻由 (E) 朝日大学 46
56 小田, みはる (E) 中京大学 24
57 小野, 咲良 (E) 大分東明高等学校 200
58 小野寺, 虹 (E) 与野高等学校 56
59 松本, 麻海 (E) 青山学院大学 89
60 松本, 里音 (E) 開新高等学校 200
61 色摩, 美朝 (E) 関西学院大学 18
62 新井, ひより (E) 法政大学 10
63 水野, 佳音 (E) 東京女子体育大学 29
64 成田, 絵美佳 (E) 柏陵高等学校 200
65 成田, 琉夏 (E) 聖霊女子短大付属高校 3
66 星野, 舞衣 (E) 田名部高等学校 200
67 西脇, 有咲 (E) 大垣南高等学校 68
68 石田, 眞菜 (E) 立玄界高等学校 200
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69 千葉, 圭 (E) 至学館高等学校 13
70 川越, 愛美 (E) 翔陽高等学校 200
71 川島, 千乃 (E) 専修大学 38
72 前田, 友菜 (E) 法政大学 20
73 相内, 南 (E) 青森北高校今別校舎 87
74 増田, 杏心 (E) 西大寺高等学校 200
75 村山, 莉菜 (E) 学習院大学木曜会 93
76 太田, 奈津季 (E) 和歌山北高等学校 200
77 大谷, 桜子 (E) 鹿児島高等学校 200
78 谷口, 美優 (E) 武生商業高等学校 96
79 池田, 茉佑 (E) 日本体育大学 22
80 中浦, 柚樹 (E) 日本大学 19
81 中村, 真琴 (E) 板橋FC 31
82 中島, 美月 (E) 沼田女子高等学校 44
83 中島, 穂乃香 (E) 武生商業高等学校 200
84 仲尾, 樹央 (E) 中央大学 65
85 長井, 朋佳 (E) 三本松高等学校 50
86 辻本, 季音 (E) 岡山大安寺中等教育学校 200
87 釘宮, 智佳 (E) 大分豊府高等学校 200
88 田中, あや (E) 朝日大学 53
89 田中, 七海 (E) 青山学院大学 91
90 渡部, 有未 (E) 米沢興譲館高等学校 34
91 登尾, 奈友 (E) 三島高等学校 200
92 嶋田, 愛音 (E) 秋田市JR.FS 66
93 徳島, 沙恵 (E) 武生商業高等学校 35
94 内山, 澪 (E) YAMAGUCHI JR.AA 30
95 内村, 加杏 (E) 和北ジュニアクラブ 200
96 内田, 樹里 (E) 安来高等学校 58
97 板屋, 花奈 (E) 神辺旭高等学校 200
98 飯田, 愛菜 (E) 津東高等学校 72
99 樋口, 翠 (E) 慶應湘南藤沢高等部 200
100 尾矢, 二千花 (E) 中京大中京高等学校 6
101 米川, 結子 (E) 金沢西高等学校 200
102 明石, 愛恵 (E) 高松北中学校 27
103 鈴木, 薫代 (E) 東京農業大学 99
104 蓮井, 陽菜 (E) 高松北高等学校 11
105 對馬, 日菜子 (E) 至学館高等学校 200
106 齋藤, 華南 (E) 秋田市JR.FS 5
107 髙嶌, 乙羽 (E) 鴨沂高等学校 200
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1 高橋, 栄利佳 (E) プラチナFT 1 Exempt from this round
2 駒場, みなみ (E) 早稲田大学 2 Exempt from this round
3 成田, 琉夏 (E) 聖霊女子短大付属高校 3 Exempt from this round
4 河瀬, 珠恵 (E) 日本大学 4 Exempt from this round
5 齋藤, 華南 (E) 秋田市JR.FS 5 Exempt from this round
6 尾矢, 二千花 (E) 中京大中京高等学校 6 Exempt from this round
7 高橋, 里衣 (E) 大垣養老高等学校 7 Exempt from this round
8 原田, 紗希 (E) 慶應義塾女子高等学校 8 Exempt from this round
9 永井, 杏奈 (E) 至学館高等学校 9
10 新井, ひより (E) 法政大学 10
11 蓮井, 陽菜 (E) 高松北高等学校 11
12 稲山, 友梨 (E) プラチナFT 12
13 千葉, 圭 (E) 至学館高等学校 13
14 寺山, 珠樹 (E) 乙訓高等学校 14
15 吉松, 琳果 (E) 日本大学 15
16 丸山, さくら (E) 王子総合高等学校 16
17 影山, 野希花 (E) 早稲田実業学校高等部 17
18 色摩, 美朝 (E) 関西学院大学 18
19 中浦, 柚樹 (E) 日本大学 19
20 前田, 友菜 (E) 法政大学 20
21 佐藤, 萌笑 (E) 朝日大学 21
22 池田, 茉佑 (E) 日本体育大学 22
23 佐藤, 琴美 (E) 一関第二高等学校 23
24 小田, みはる (E) 中京大学 24
25 伊藤, 杏樹 (E) 筑波大学附属高等学校 26
26 明石, 愛恵 (E) 高松北中学校 27
27 水野, 佳音 (E) 東京女子体育大学 29
28 内山, 澪 (E) YAMAGUCHI JR.AA 30
29 中村, 真琴 (E) 板橋FC 31
30 岩同, ひまわり (E) 関西学院大学 32
31 渡部, 有未 (E) 米沢興譲館高等学校 34
32 徳島, 沙恵 (E) 武生商業高等学校 35
33 佐藤, 涼華 (E) 秋田北鷹高等学校 36
34 川島, 千乃 (E) 専修大学 38
35 金氣, 愛華 (E) 鹿児島高等学校 41
36 中島, 美月 (E) 沼田女子高等学校 44
37 坂場, 有華 (E) 明治大学 45
38 小塚, 麻由 (E) 朝日大学 46
39 市川, 万里子 (E) 湘南高等学校 47
40 長井, 朋佳 (E) 三本松高等学校 50
42 田中, あや (E) 朝日大学 53
43 小野寺, 虹 (E) 与野高等学校 56
44 山下, 遥乃 (E) 立玄界高等学校 57
45 内田, 樹里 (E) 安来高等学校 58
46 永嶋, 桃名 (E) 朝日大学 62
47 仲尾, 樹央 (E) 中央大学 65
48 嶋田, 愛音 (E) 秋田市JR.FS 66
49 山田, 夏妃 (E) 緑岡高等学校 67
50 西脇, 有咲 (E) 大垣南高等学校 68
51 市ヶ谷, 愛 (E) 高松北中学校 70
52 飯田, 愛菜 (E) 津東高等学校 72
53 篠原, 春花 (E) 箕輪進修高等学校 75
54 後藤, ゆうか (E) 米沢興譲館高等学校 80
55 奥田, あや (E) 津東高等学校 83
56 黒須, 佑実 (E) 学習院大学木曜会 86
57 相内, 南 (E) 青森北高校今別校舎 87
58 松本, 麻海 (E) 青山学院大学 89
59 田中, 七海 (E) 青山学院大学 91
60 小山, 未来 (E) 宮城県仙台第二高等学校 92
61 村山, 莉菜 (E) 学習院大学木曜会 93
62 谷口, 美優 (E) 武生商業高等学校 96
63 小倉, 夏美 (E) 沼田女子高等学校 97
64 鈴木, 薫代 (E) 東京農業大学 99
65 益田, 椎菜 (E) 愛知商業高等学校 200
66 小池, 莉加 (E) 甲斐清和高等学校 200
67 辻本, 季音 (E) 岡山大安寺中等教育学校 200
68 登尾, 奈友 (E) 三島高等学校 200
69 市ヶ谷, 真奈実 (E) 三本松高等学校 200
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70 ソンダース, 佳央梨 (E) 甲陵高等学校 200
71 隈川, 知里 (E) 埼玉栄高等学校 200
72 坂本, 美優 (E) 諫早商業高等学校 200
73 花田, 夏芽 (E) 東京女子体育大学 200
74 香川, 万葉 (E) 金沢二水高等学校 200
75 山口, 優香 (E) 柏陵高等学校 200
76 永野, 菜津子 (E) 水戸女子高等学校 200
77 緒方, 優姫 (E) 宮崎南高等学校 200
78 對馬, 日菜子 (E) 至学館高等学校 200
79 板屋, 花奈 (E) 神辺旭高等学校 200
80 石田, 眞菜 (E) 立玄界高等学校 200
81 下地, 柚香 (E) 大阪国際滝井高等学校 200
82 境, 希梨 (E) 諫早商業高等学校 200
83 郷間, 芽衣 (E) 宇都宮中央女子高校 200
84 山本, 奈央 (E) 学習院大学木曜会 200
85 荒川, 愛絵 (E) 栃木商業高等学校 200
86 小野, 咲良 (E) 大分東明高等学校 200
87 大谷, 桜子 (E) 鹿児島高等学校 200
88 釘宮, 智佳 (E) 大分豊府高等学校 200
89 河村, 菜々子 (E) 岐阜各務野高等学校 200
90 中島, 穂乃香 (E) 武生商業高等学校 200
91 巌, 香蓮 (E) 星陵高等学校 200
92 星野, 舞衣 (E) 田名部高等学校 200
93 増田, 杏心 (E) 西大寺高等学校 200
94 米川, 結子 (E) 金沢西高等学校 200
95 押川, 帆乃香 (E) 神辺旭高等学校 200
96 川越, 愛美 (E) 翔陽高等学校 200
97 太田, 奈津季 (E) 和歌山北高等学校 200
98 髙嶌, 乙羽 (E) 鴨沂高等学校 200
99 樋口, 翠 (E) 慶應湘南藤沢高等部 200
100 内村, 加杏 (E) 和北ジュニアクラブ 200
101 吉松, ひなた (E) 東海大静岡翔洋高等学校 200
102 伊藤, 藍 (E) 龍谷大平安高等学校 200
103 小笠原, 彩乃 (E) 仙台市立仙台高等学校 200
104 松本, 里音 (E) 開新高等学校 200
105 遠藤, 美琴 (E) 米沢興譲館高等学校 200
106 関戸, 彩奈 (E) 向陽高等学校 200
107 成田, 絵美佳 (E) 柏陵高等学校 200
108 岩田, 楓子 (E) 松陽高等学校 200
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Referee(s):

釘宮, 智佳 (E) 大分豊府高等学校

山田, 夏妃 (E) 緑岡高等学校

河村, 菜々子 (E) 岐阜各務野高等学校

嶋田, 愛音 (E) 秋田市JR.FS

永井, 杏奈 (E) 至学館高等学校

Referee(s):

仲尾, 樹央 (E) 中央大学

新井, ひより (E) 法政大学

西脇, 有咲 (E) 大垣南高等学校

大谷, 桜子 (E) 鹿児島高等学校

中島, 穂乃香 (E) 武生商業高等学校

Referee(s):

市ヶ谷, 愛 (E) 高松北中学校

永嶋, 桃名 (E) 朝日大学

蓮井, 陽菜 (E) 高松北高等学校

小野, 咲良 (E) 大分東明高等学校

巌, 香蓮 (E) 星陵高等学校

Referee(s):

荒川, 愛絵 (E) 栃木商業高等学校

飯田, 愛菜 (E) 津東高等学校

星野, 舞衣 (E) 田名部高等学校

内田, 樹里 (E) 安来高等学校

稲山, 友梨 (E) プラチナFT



Referee(s):

増田, 杏心 (E) 西大寺高等学校

山下, 遥乃 (E) 立玄界高等学校

山本, 奈央 (E) 学習院大学木曜会

篠原, 春花 (E) 箕輪進修高等学校

千葉, 圭 (E) 至学館高等学校

Referee(s):

後藤, ゆうか (E) 米沢興譲館高等学校

寺山, 珠樹 (E) 乙訓高等学校

郷間, 芽衣 (E) 宇都宮中央女子高校

米川, 結子 (E) 金沢西高等学校

小野寺, 虹 (E) 与野高等学校

Referee(s):

押川, 帆乃香 (E) 神辺旭高等学校

田中, あや (E) 朝日大学

吉松, 琳果 (E) 日本大学

境, 希梨 (E) 諫早商業高等学校

奥田, あや (E) 津東高等学校

Referee(s):

川越, 愛美 (E) 翔陽高等学校

下地, 柚香 (E) 大阪国際滝井高等学校

丸山, さくら (E) 王子総合高等学校

黒須, 佑実 (E) 学習院大学木曜会



Referee(s):

太田, 奈津季 (E) 和歌山北高等学校

石田, 眞菜 (E) 立玄界高等学校

相内, 南 (E) 青森北高校今別校舎

影山, 野希花 (E) 早稲田実業学校高等部

長井, 朋佳 (E) 三本松高等学校

Referee(s):

板屋, 花奈 (E) 神辺旭高等学校

市川, 万里子 (E) 湘南高等学校

髙嶌, 乙羽 (E) 鴨沂高等学校

色摩, 美朝 (E) 関西学院大学

松本, 麻海 (E) 青山学院大学

Referee(s):

對馬, 日菜子 (E) 至学館高等学校

樋口, 翠 (E) 慶應湘南藤沢高等部

中浦, 柚樹 (E) 日本大学

小塚, 麻由 (E) 朝日大学

田中, 七海 (E) 青山学院大学

Referee(s):

小山, 未来 (E) 宮城県仙台第二高等学校

緒方, 優姫 (E) 宮崎南高等学校

前田, 友菜 (E) 法政大学

内村, 加杏 (E) 和北ジュニアクラブ

坂場, 有華 (E) 明治大学



Referee(s):

永野, 菜津子 (E) 水戸女子高等学校

吉松, ひなた (E) 東海大静岡翔洋高等学校

中島, 美月 (E) 沼田女子高等学校

村山, 莉菜 (E) 学習院大学木曜会

佐藤, 萌笑 (E) 朝日大学

Referee(s):

伊藤, 藍 (E) 龍谷大平安高等学校

金氣, 愛華 (E) 鹿児島高等学校

山口, 優香 (E) 柏陵高等学校

谷口, 美優 (E) 武生商業高等学校

池田, 茉佑 (E) 日本体育大学

Referee(s):

香川, 万葉 (E) 金沢二水高等学校

小倉, 夏美 (E) 沼田女子高等学校

小笠原, 彩乃 (E) 仙台市立仙台高等学校

佐藤, 琴美 (E) 一関第二高等学校

川島, 千乃 (E) 専修大学

Referee(s):

花田, 夏芽 (E) 東京女子体育大学

鈴木, 薫代 (E) 東京農業大学

佐藤, 涼華 (E) 秋田北鷹高等学校

松本, 里音 (E) 開新高等学校

小田, みはる (E) 中京大学



Referee(s):

坂本, 美優 (E) 諫早商業高等学校

伊藤, 杏樹 (E) 筑波大学附属高等学校

徳島, 沙恵 (E) 武生商業高等学校

遠藤, 美琴 (E) 米沢興譲館高等学校

益田, 椎菜 (E) 愛知商業高等学校

Referee(s):

小池, 莉加 (E) 甲斐清和高等学校

隈川, 知里 (E) 埼玉栄高等学校

渡部, 有未 (E) 米沢興譲館高等学校

関戸, 彩奈 (E) 向陽高等学校

明石, 愛恵 (E) 高松北中学校

Referee(s):

成田, 絵美佳 (E) 柏陵高等学校

水野, 佳音 (E) 東京女子体育大学

辻本, 季音 (E) 岡山大安寺中等教育学校

ソンダース, 佳央梨 (E) 甲陵高等学校

岩同, ひまわり (E) 関西学院大学

Referee(s):

中村, 真琴 (E) 板橋FC

岩田, 楓子 (E) 松陽高等学校

内山, 澪 (E) YAMAGUCHI JR.AA

登尾, 奈友 (E) 三島高等学校

市ヶ谷, 真奈実 (E) 三本松高等学校



JRWE
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 高橋, 栄利佳 (E) プラチナFT Exempt from this round
2 駒場, みなみ (E) 早稲田大学 Exempt from this round
3 成田, 琉夏 (E) 聖霊女子短大付属高校 Exempt from this round
4 河瀬, 珠恵 (E) 日本大学 Exempt from this round
5 齋藤, 華南 (E) 秋田市JR.FS Exempt from this round
6 尾矢, 二千花 (E) 中京大中京高等学校 Exempt from this round
7 高橋, 里衣 (E) 大垣養老高等学校 Exempt from this round
8 原田, 紗希 (E) 慶應義塾女子高等学校 Exempt from this round
9 永井, 杏奈 (E) 至学館高等学校 4 1.00 20 3 +17 Exempt from this round
10 寺山, 珠樹 (E) 乙訓高等学校 4 1.00 20 5 +15 Exempt from this round
11 蓮井, 陽菜 (E) 高松北高等学校 4 1.00 19 4 +15 Exempt from this round
12 徳島, 沙恵 (E) 武生商業高等学校 4 1.00 20 6 +14 Exempt from this round
13T 小田, みはる (E) 中京大学 4 1.00 20 7 +13 Exempt from this round
13T 西脇, 有咲 (E) 大垣南高等学校 4 1.00 20 7 +13 Exempt from this round
15T 岩同, ひまわり (E) 関西学院大学 4 1.00 20 8 +12 Exempt from this round
15T 飯田, 愛菜 (E) 津東高等学校 4 1.00 20 8 +12 Exempt from this round
17T 池田, 茉佑 (E) 日本体育大学 4 1.00 20 9 +11 Advanced
17T 渡部, 有未 (E) 米沢興譲館高等学校 4 1.00 20 9 +11 Advanced
19T 中浦, 柚樹 (E) 日本大学 4 1.00 20 10 +10 Advanced
19T 千葉, 圭 (E) 至学館高等学校 4 1.00 20 10 +10 Advanced
21 影山, 野希花 (E) 早稲田実業学校高等部 4 1.00 19 9 +10 Advanced
22 佐藤, 萌笑 (E) 朝日大学 4 1.00 20 11 +9 Advanced
23 内山, 澪 (E) YAMAGUCHI JR.AA 4 1.00 20 12 +8 Advanced
24T 佐藤, 涼華 (E) 秋田北鷹高等学校 3 0.75 19 12 +7 Advanced
24T 小塚, 麻由 (E) 朝日大学 3 0.75 19 12 +7 Advanced
24T 髙嶌, 乙羽 (E) 鴨沂高等学校 3 0.75 19 12 +7 Advanced
24T 吉松, 琳果 (E) 日本大学 3 0.75 19 12 +7 Advanced
28 金氣, 愛華 (E) 鹿児島高等学校 3 0.75 18 11 +7 Advanced
29T 川島, 千乃 (E) 専修大学 3 0.75 17 10 +7 Advanced
29T 明石, 愛恵 (E) 高松北中学校 3 0.75 17 10 +7 Advanced
29T 長井, 朋佳 (E) 三本松高等学校 3 0.75 17 10 +7 Advanced
32 中島, 美月 (E) 沼田女子高等学校 3 0.75 19 13 +6 Advanced
33 市川, 万里子 (E) 湘南高等学校 3 0.75 19 14 +5 Advanced
34 小山, 未来 (E) 宮城県仙台第二高等学校 3 0.75 19 15 +4 Advanced
35 坂場, 有華 (E) 明治大学 3 0.75 16 13 +3 Advanced
36 新井, ひより (E) 法政大学 3 0.75 13 10 +3 Advanced
37 市ヶ谷, 愛 (E) 高松北中学校 3 0.75 15 13 +2 Advanced
38 遠藤, 美琴 (E) 米沢興譲館高等学校 3 0.75 15 14 +1 Advanced
39 田中, あや (E) 朝日大学 3 0.75 15 15 0 Advanced
40 黒須, 佑実 (E) 学習院大学木曜会 2 0.67 14 8 +6 Advanced
41 丸山, さくら (E) 王子総合高等学校 2 0.67 14 13 +1 Advanced
42 川越, 愛美 (E) 翔陽高等学校 2 0.67 12 13 -1 Advanced
43 前田, 友菜 (E) 法政大学 2 0.50 18 13 +5 Advanced
44 増田, 杏心 (E) 西大寺高等学校 2 0.50 15 11 +4 Advanced
45 境, 希梨 (E) 諫早商業高等学校 2 0.50 18 15 +3 Advanced
46 松本, 麻海 (E) 青山学院大学 2 0.50 15 12 +3 Advanced
47 稲山, 友梨 (E) プラチナFT 2 0.50 18 16 +2 Advanced
48 樋口, 翠 (E) 慶應湘南藤沢高等部 2 0.50 16 14 +2 Advanced
49T 成田, 絵美佳 (E) 柏陵高等学校 2 0.50 17 16 +1 Advanced
49T 小倉, 夏美 (E) 沼田女子高等学校 2 0.50 17 16 +1 Advanced
51 隈川, 知里 (E) 埼玉栄高等学校 2 0.50 14 13 +1 Advanced
52 小笠原, 彩乃 (E) 仙台市立仙台高等学校 2 0.50 13 12 +1 Advanced
53T 辻本, 季音 (E) 岡山大安寺中等教育学校 2 0.50 16 16 0 Advanced
53T 岩田, 楓子 (E) 松陽高等学校 2 0.50 16 16 0 Advanced
53T 後藤, ゆうか (E) 米沢興譲館高等学校 2 0.50 16 16 0 Advanced
56 永嶋, 桃名 (E) 朝日大学 2 0.50 14 14 0 Advanced
57T 中村, 真琴 (E) 板橋FC 2 0.50 16 17 -1 Advanced
57T 永野, 菜津子 (E) 水戸女子高等学校 2 0.50 16 17 -1 Advanced
59T 内田, 樹里 (E) 安来高等学校 2 0.50 15 16 -1 Advanced
59T 水野, 佳音 (E) 東京女子体育大学 2 0.50 15 16 -1 Advanced
59T 色摩, 美朝 (E) 関西学院大学 2 0.50 15 16 -1 Advanced
59T 篠原, 春花 (E) 箕輪進修高等学校 2 0.50 15 16 -1 Advanced
63T 花田, 夏芽 (E) 東京女子体育大学 2 0.50 14 15 -1 Advanced
63T 伊藤, 杏樹 (E) 筑波大学附属高等学校 2 0.50 14 15 -1 Advanced
65 荒川, 愛絵 (E) 栃木商業高等学校 2 0.50 16 18 -2 Advanced
66T 河村, 菜々子 (E) 岐阜各務野高等学校 2 0.50 15 17 -2 Advanced
66T 釘宮, 智佳 (E) 大分豊府高等学校 2 0.50 15 17 -2 Advanced
66T 緒方, 優姫 (E) 宮崎南高等学校 2 0.50 15 17 -2 Advanced



Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
66T 小野寺, 虹 (E) 与野高等学校 2 0.50 15 17 -2 Advanced
70 押川, 帆乃香 (E) 神辺旭高等学校 2 0.50 14 16 -2 Advanced
71T 市ヶ谷, 真奈実 (E) 三本松高等学校 2 0.50 15 18 -3 Advanced
71T 嶋田, 愛音 (E) 秋田市JR.FS 2 0.50 15 18 -3 Advanced
73 中島, 穂乃香 (E) 武生商業高等学校 2 0.50 10 15 -5 Advanced
74 香川, 万葉 (E) 金沢二水高等学校 2 0.50 11 18 -7 Advanced
75T 巌, 香蓮 (E) 星陵高等学校 1 0.25 15 16 -1 Advanced
75T 村山, 莉菜 (E) 学習院大学木曜会 1 0.25 15 16 -1 Advanced
77 佐藤, 琴美 (E) 一関第二高等学校 1 0.25 15 17 -2 Advanced
78 太田, 奈津季 (E) 和歌山北高等学校 1 0.25 14 16 -2 Advanced
79 石田, 眞菜 (E) 立玄界高等学校 1 0.25 14 18 -4 Eliminated
80T 谷口, 美優 (E) 武生商業高等学校 1 0.25 13 17 -4 Eliminated
80T 益田, 椎菜 (E) 愛知商業高等学校 1 0.25 13 17 -4 Eliminated
80T 山本, 奈央 (E) 学習院大学木曜会 1 0.25 13 17 -4 Eliminated
83T 田中, 七海 (E) 青山学院大学 1 0.25 13 18 -5 Eliminated
83T 伊藤, 藍 (E) 龍谷大平安高等学校 1 0.25 13 18 -5 Eliminated
83T 松本, 里音 (E) 開新高等学校 1 0.25 13 18 -5 Eliminated
86 仲尾, 樹央 (E) 中央大学 1 0.25 11 16 -5 Eliminated
87 郷間, 芽衣 (E) 宇都宮中央女子高校 1 0.25 12 18 -6 Eliminated
88 米川, 結子 (E) 金沢西高等学校 1 0.25 11 18 -7 Eliminated
89 関戸, 彩奈 (E) 向陽高等学校 1 0.25 9 17 -8 Eliminated
90 山口, 優香 (E) 柏陵高等学校 1 0.25 10 19 -9 Eliminated
91 山下, 遥乃 (E) 立玄界高等学校 1 0.25 9 18 -9 Eliminated
92 相内, 南 (E) 青森北高校今別校舎 1 0.25 7 18 -11 Eliminated
93 登尾, 奈友 (E) 三島高等学校 0 0.00 16 20 -4 Eliminated
94T 下地, 柚香 (E) 大阪国際滝井高等学校 0 0.00 9 15 -6 Eliminated
94T 大谷, 桜子 (E) 鹿児島高等学校 0 0.00 9 15 -6 Eliminated
96 奥田, あや (E) 津東高等学校 0 0.00 12 20 -8 Eliminated
97T 坂本, 美優 (E) 諫早商業高等学校 0 0.00 10 20 -10 Eliminated
97T 内村, 加杏 (E) 和北ジュニアクラブ 0 0.00 10 20 -10 Eliminated
97T 山田, 夏妃 (E) 緑岡高等学校 0 0.00 10 20 -10 Eliminated
100 星野, 舞衣 (E) 田名部高等学校 0 0.00 9 20 -11 Eliminated
101 小池, 莉加 (E) 甲斐清和高等学校 0 0.00 6 17 -11 Eliminated
102 ソンダース, 佳央梨 (E) 甲陵高等学校 0 0.00 8 20 -12 Eliminated
103 吉松, ひなた (E) 東海大静岡翔洋高等学校 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
104T 板屋, 花奈 (E) 神辺旭高等学校 0 0.00 6 20 -14 Eliminated
104T 鈴木, 薫代 (E) 東京農業大学 0 0.00 6 20 -14 Eliminated
106 對馬, 日菜子 (E) 至学館高等学校 0 0.00 5 19 -14 Eliminated
107 小野, 咲良 (E) 大分東明高等学校 0 0.00 4 20 -16 Eliminated
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日本体育大学

沼田女子高等学校

慶應湘南藤沢高等部

湘南高等学校

筑波大学附属高等学校

栃木商業高等学校

沼田女子高等学校

日本大学

三本松高等学校

水戸女子高等学校

学習院大学木曜会

王子総合高等学校

朝日大学

武生商業高等学校

秋田北鷹高等学校

早稲田実業学校高等部

星陵高等学校

松陽高等学校

西大寺高等学校

高松北中学校

東京女子体育大学

大分豊府高等学校

鹿児島高等学校

高松北中学校

与野高等学校

安来高等学校

法政大学

諫早商業高等学校

仙台市立仙台高等学校

一関第二高等学校

日本大学



JRWE

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

至学館高等学校

和歌山北高等学校

埼玉栄高等学校

青山学院大学

明治大学

関西学院大学

岐阜各務野高等学校

三本松高等学校

鴨沂高等学校

神辺旭高等学校

箕輪進修高等学校

米沢興譲館高等学校

法政大学

米沢興譲館高等学校

学習院大学木曜会

朝日大学

YAMAGUCHI JR.AA

金沢二水高等学校

岡山大安寺中等教育学校

翔陽高等学校

朝日大学

板橋FC

秋田市JR.FS

朝日大学

専修大学

宮崎南高等学校

東京女子体育大学

宮城県仙台第二高等学校

プラチナFT

柏陵高等学校

米沢興譲館高等学校



JRWE
第25回JOC 第1日
2018年1月11日 - 10:00

Seed Name Club Country Notes
1 高橋, 栄利佳 (E) プラチナFT Advanced
2 駒場, みなみ (E) 早稲田大学 Advanced
3 成田, 琉夏 (E) 聖霊女子短大付属高校 Advanced
4 河瀬, 珠恵 (E) 日本大学 Advanced
5 齋藤, 華南 (E) 秋田市JR.FS Advanced
6 尾矢, 二千花 (E) 中京大中京高等学校 Advanced
7 高橋, 里衣 (E) 大垣養老高等学校 Advanced
8 原田, 紗希 (E) 慶應義塾女子高等学校 Advanced
9 永井, 杏奈 (E) 至学館高等学校 Advanced
10 寺山, 珠樹 (E) 乙訓高等学校 Advanced
11 蓮井, 陽菜 (E) 高松北高等学校 Advanced
12 徳島, 沙恵 (E) 武生商業高等学校 Advanced
13T 西脇, 有咲 (E) 大垣南高等学校 Advanced
13T 小田, みはる (E) 中京大学 Advanced
15T 飯田, 愛菜 (E) 津東高等学校 Advanced
15T 岩同, ひまわり (E) 関西学院大学 Advanced
17T 池田, 茉佑 (E) 日本体育大学 Advanced
17T 渡部, 有未 (E) 米沢興譲館高等学校 Advanced
19T 千葉, 圭 (E) 至学館高等学校 Advanced
19T 中浦, 柚樹 (E) 日本大学 Advanced
21 影山, 野希花 (E) 早稲田実業学校高等部 Advanced
22 内山, 澪 (E) YAMAGUCHI JR.AA Advanced
23 吉松, 琳果 (E) 日本大学 Advanced
24 金氣, 愛華 (E) 鹿児島高等学校 Advanced
25T 明石, 愛恵 (E) 高松北中学校 Advanced
25T 川島, 千乃 (E) 専修大学 Advanced
27 市川, 万里子 (E) 湘南高等学校 Advanced
28 遠藤, 美琴 (E) 米沢興譲館高等学校 Advanced
29 丸山, さくら (E) 王子総合高等学校 Advanced
30 前田, 友菜 (E) 法政大学 Advanced
31 中村, 真琴 (E) 板橋FC Advanced
32 河村, 菜々子 (E) 岐阜各務野高等学校 Advanced
33 佐藤, 萌笑 (E) 朝日大学 Eliminated
34T 小塚, 麻由 (E) 朝日大学 Eliminated
34T 佐藤, 涼華 (E) 秋田北鷹高等学校 Eliminated
34T 髙嶌, 乙羽 (E) 鴨沂高等学校 Eliminated
37 中島, 美月 (E) 沼田女子高等学校 Eliminated
38 小山, 未来 (E) 宮城県仙台第二高等学校 Eliminated
39 新井, ひより (E) 法政大学 Eliminated
40 黒須, 佑実 (E) 学習院大学木曜会 Eliminated
41 増田, 杏心 (E) 西大寺高等学校 Eliminated
42 松本, 麻海 (E) 青山学院大学 Eliminated
43 稲山, 友梨 (E) プラチナFT Eliminated
44 小倉, 夏美 (E) 沼田女子高等学校 Eliminated
45 小笠原, 彩乃 (E) 仙台市立仙台高等学校 Eliminated
46 辻本, 季音 (E) 岡山大安寺中等教育学校 Eliminated
47T 水野, 佳音 (E) 東京女子体育大学 Eliminated
47T 色摩, 美朝 (E) 関西学院大学 Eliminated
49 長井, 朋佳 (E) 三本松高等学校 Eliminated
50 坂場, 有華 (E) 明治大学 Eliminated
51 市ヶ谷, 愛 (E) 高松北中学校 Eliminated
52 田中, あや (E) 朝日大学 Eliminated
53 川越, 愛美 (E) 翔陽高等学校 Eliminated
54 境, 希梨 (E) 諫早商業高等学校 Eliminated
55 樋口, 翠 (E) 慶應湘南藤沢高等部 Eliminated
56 成田, 絵美佳 (E) 柏陵高等学校 Eliminated
57 隈川, 知里 (E) 埼玉栄高等学校 Eliminated
58T 岩田, 楓子 (E) 松陽高等学校 Eliminated
58T 後藤, ゆうか (E) 米沢興譲館高等学校 Eliminated
60 永嶋, 桃名 (E) 朝日大学 Eliminated
61 永野, 菜津子 (E) 水戸女子高等学校 Eliminated
62T 内田, 樹里 (E) 安来高等学校 Eliminated
62T 篠原, 春花 (E) 箕輪進修高等学校 Eliminated
64T 伊藤, 杏樹 (E) 筑波大学附属高等学校 Eliminated
64T 花田, 夏芽 (E) 東京女子体育大学 Eliminated
66 荒川, 愛絵 (E) 栃木商業高等学校 Eliminated
67T 緒方, 優姫 (E) 宮崎南高等学校 Eliminated
67T 小野寺, 虹 (E) 与野高等学校 Eliminated
67T 釘宮, 智佳 (E) 大分豊府高等学校 Eliminated



Seed Name Club Country Notes
70 押川, 帆乃香 (E) 神辺旭高等学校 Eliminated
71T 市ヶ谷, 真奈実 (E) 三本松高等学校 Eliminated
71T 嶋田, 愛音 (E) 秋田市JR.FS Eliminated
73 中島, 穂乃香 (E) 武生商業高等学校 Eliminated
74 香川, 万葉 (E) 金沢二水高等学校 Eliminated
75T 巌, 香蓮 (E) 星陵高等学校 Eliminated
75T 村山, 莉菜 (E) 学習院大学木曜会 Eliminated
77 佐藤, 琴美 (E) 一関第二高等学校 Eliminated
78 太田, 奈津季 (E) 和歌山北高等学校 Eliminated
79 石田, 眞菜 (E) 立玄界高等学校 Eliminated
80T 山本, 奈央 (E) 学習院大学木曜会 Eliminated
80T 谷口, 美優 (E) 武生商業高等学校 Eliminated
80T 益田, 椎菜 (E) 愛知商業高等学校 Eliminated
83T 伊藤, 藍 (E) 龍谷大平安高等学校 Eliminated
83T 松本, 里音 (E) 開新高等学校 Eliminated
83T 田中, 七海 (E) 青山学院大学 Eliminated
86 仲尾, 樹央 (E) 中央大学 Eliminated
87 郷間, 芽衣 (E) 宇都宮中央女子高校 Eliminated
88 米川, 結子 (E) 金沢西高等学校 Eliminated
89 関戸, 彩奈 (E) 向陽高等学校 Eliminated
90 山口, 優香 (E) 柏陵高等学校 Eliminated
91 山下, 遥乃 (E) 立玄界高等学校 Eliminated
92 相内, 南 (E) 青森北高校今別校舎 Eliminated
93 登尾, 奈友 (E) 三島高等学校 Eliminated
94T 大谷, 桜子 (E) 鹿児島高等学校 Eliminated
94T 下地, 柚香 (E) 大阪国際滝井高等学校 Eliminated
96 奥田, あや (E) 津東高等学校 Eliminated
97T 坂本, 美優 (E) 諫早商業高等学校 Eliminated
97T 山田, 夏妃 (E) 緑岡高等学校 Eliminated
97T 内村, 加杏 (E) 和北ジュニアクラブ Eliminated
100 星野, 舞衣 (E) 田名部高等学校 Eliminated
101 小池, 莉加 (E) 甲斐清和高等学校 Eliminated
102 ソンダース, 佳央梨 (E) 甲陵高等学校 Eliminated
103 吉松, ひなた (E) 東海大静岡翔洋高等学校 Eliminated
104T 板屋, 花奈 (E) 神辺旭高等学校 Eliminated
104T 鈴木, 薫代 (E) 東京農業大学 Eliminated
106 對馬, 日菜子 (E) 至学館高等学校 Eliminated
107 小野, 咲良 (E) 大分東明高等学校 Eliminated
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Table of 32

プラチナFT

岐阜各務野高等学校

日本体育大学

関西学院大学

至学館高等学校

鹿児島高等学校

高松北中学校

慶應義塾女子高等学校

秋田市JR.FS

米沢興譲館高等学校

早稲田実業学校高等部

武生商業高等学校

大垣南高等学校

至学館高等学校

王子総合高等学校

日本大学

聖霊女子短大付属高校

法政大学

日本大学

中京大学

高松北高等学校

YAMAGUCHI JR.AA

湘南高等学校

中京大中京高等学校

大垣養老高等学校

専修大学

日本大学

乙訓高等学校

津東高等学校

米沢興譲館高等学校

板橋FC

早稲田大学

1

Fence-off for Third

秋田市JR.FS
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慶應義塾女子高等学校

秋田市JR.FS

大垣南高等学校
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秋田市JR.FS
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Place Name Country Birthdate
1 高橋, 栄利佳 (E)
2 駒場, みなみ (E)
3 中浦, 柚樹 (E)
4 齋藤, 華南 (E)
5 原田, 紗希 (E)
6 寺山, 珠樹 (E)
7 西脇, 有咲 (E)
8 内山, 澪 (E)
9 成田, 琉夏 (E)
10 高橋, 里衣 (E)
11 永井, 杏奈 (E)
12 徳島, 沙恵 (E)
13T 岩同, ひまわり (E)
13T 飯田, 愛菜 (E)
15 市川, 万里子 (E)
16 丸山, さくら (E)
17 河瀬, 珠恵 (E)
18 尾矢, 二千花 (E)
19 蓮井, 陽菜 (E)
20 小田, みはる (E)
21T 池田, 茉佑 (E)
21T 渡部, 有未 (E)
23 千葉, 圭 (E)
24 影山, 野希花 (E)
25 吉松, 琳果 (E)
26 金氣, 愛華 (E)
27T 明石, 愛恵 (E)
27T 川島, 千乃 (E)
29 遠藤, 美琴 (E)
30 前田, 友菜 (E)
31 中村, 真琴 (E)
32 河村, 菜々子 (E)
33 佐藤, 萌笑 (E)
34T 髙嶌, 乙羽 (E)
34T 佐藤, 涼華 (E)
34T 小塚, 麻由 (E)
37 中島, 美月 (E)
38 小山, 未来 (E)
39 新井, ひより (E)
40 黒須, 佑実 (E)
41 増田, 杏心 (E)
42 松本, 麻海 (E)
43 稲山, 友梨 (E)
44 小倉, 夏美 (E)
45 小笠原, 彩乃 (E)
46 辻本, 季音 (E)
47T 水野, 佳音 (E)
47T 色摩, 美朝 (E)
49 長井, 朋佳 (E)
50 坂場, 有華 (E)
51 市ヶ谷, 愛 (E)
52 田中, あや (E)
53 川越, 愛美 (E)
54 境, 希梨 (E)
55 樋口, 翠 (E)
56 成田, 絵美佳 (E)
57 隈川, 知里 (E)
58T 岩田, 楓子 (E)
58T 後藤, ゆうか (E)
60 永嶋, 桃名 (E)
61 永野, 菜津子 (E)
62T 内田, 樹里 (E)
62T 篠原, 春花 (E)
64T 伊藤, 杏樹 (E)
64T 花田, 夏芽 (E)
66 荒川, 愛絵 (E)
67T 緒方, 優姫 (E)
67T 小野寺, 虹 (E)



Place Name Country Birthdate
67T 釘宮, 智佳 (E)
70 押川, 帆乃香 (E)
71T 市ヶ谷, 真奈実 (E)
71T 嶋田, 愛音 (E)
73 中島, 穂乃香 (E)
74 香川, 万葉 (E)
75T 巌, 香蓮 (E)
75T 村山, 莉菜 (E)
77 佐藤, 琴美 (E)
78 太田, 奈津季 (E)
79 石田, 眞菜 (E)
80T 山本, 奈央 (E)
80T 谷口, 美優 (E)
80T 益田, 椎菜 (E)
83T 伊藤, 藍 (E)
83T 松本, 里音 (E)
83T 田中, 七海 (E)
86 仲尾, 樹央 (E)
87 郷間, 芽衣 (E)
88 米川, 結子 (E)
89 関戸, 彩奈 (E)
90 山口, 優香 (E)
91 山下, 遥乃 (E)
92 相内, 南 (E)
93 登尾, 奈友 (E)
94T 大谷, 桜子 (E)
94T 下地, 柚香 (E)
96 奥田, あや (E)
97T 坂本, 美優 (E)
97T 山田, 夏妃 (E)
97T 内村, 加杏 (E)
100 星野, 舞衣 (E)
101 小池, 莉加 (E)
102 ソンダース, 佳央梨 (E)
103 吉松, ひなた (E)
104T 板屋, 花奈 (E)
104T 鈴木, 薫代 (E)
106 對馬, 日菜子 (E)
107 小野, 咲良 (E)
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