
JRWE
第6回全国ジュニア・エペフェンシング選手権大会
2018年10月7日 - 14:00
FE_FIE_0007

Strip 1

14:15

Referee(s):

伊藤凜, イトウ リン (684) 安来高校

高田朱梨, タカダ アリ (602) 黒石高校

増田杏心, マスダ アンジ (685) 西大寺高校

山本有沙, ヤマモト アリサ (687) YAMAGUCHI

高橋栄利佳, タカハシ エリカ (625) 与野高校

Strip 2

14:15

Referee(s):

山内梨緒, ヤマウチ リオ (662) 掛川西

遠西明花音, トオニシ アカネ (612) 緑岡高校

林菜々海, ハヤシ ナナミ (651) 伊那北

成田琉夏, ナリタ ルカ (607) 聖霊女子

大北夏琳, オオキタ カリン (661) 羽島北

Strip 3

14:15

Referee(s):

西岡瞳, ニシオカ ヒトミ (683) 小林聖心

美﨑砂彩, ミサキ サアヤ (679) 立命館大

佐藤桃子, サトウ モモコ (656) 大垣養老

寺山珠樹, テラヤマ タマキ (678) 乙訓高校

井上実結, イノウエ ミユ (673) 津東

Strip 4

14:15

Referee(s):

市ヶ谷愛, イチガタニ アイ (691) 高松北高

柳知里, ヤナギ チサト (696) 鹿児島高

石田眞菜, イシダ マナ (643) 日大

田添真悠, タゾエ マユ (611) 緑岡高校

齋藤華南, サイトウ ハナ (605) 秋田商業



Strip 5

14:15

Referee(s):

細江麻衣, ホソエ マイ (655) 大垣養老

田中あや, タナカ アヤ (652) 朝日大

吾住和奏, アズミ ワカナ (619) 与野高校

原田紗希, ハラダ サキ (633) 慶應女子

今村未羽, イマムラ ミウ (692) 鹿児島高

Strip 6

14:15

Referee(s):

益田椎菜, マスダ シイナ (669) 中京大J

市ヶ谷真奈実, イチガタニ マナミ (637) 中央大

三田千晴, サンダ チハル (674) 津東

尾矢二千花, オヤ ニチカ (665) 中京大

萩原早紀, ハギワラ サキ (623) 与野高校

Strip 7

14:15

Referee(s):

原田奈乃羽, ハラダ ナノハ (608) アプルス

成田絵美佳, ナリタ エミカ (631) 柏陵高校

永井杏奈, ナガイ アンナ (664) 至学館

山下遥乃, ヤマシタ ハルノ (646) 日大

森嶋夕稀, モリシマ ユキ (630) SEISA

Strip 8

14:15

Referee(s):

吉田桃子, ヨシダ モモコ (624) 与野高校

日比伽菜子, ヒビ カナコ (660) 大垣南

長井朋佳, ナガイ トモカ (688) 三本松高

高橋里衣, タカハシ リエ (667) 中京大

髙嶌乙羽, タカシマ オトハ (676) 鴨沂高校



Strip 9

14:15

Referee(s):

南場友理子, ナンバ ユリコ (622) 与野高校

岸本鈴, キシモト リン (681) 龍谷平安中

明石愛恵, アカシ マナミ (690) 高松北高

髙木綾, タカギ アヤ (649) 明治大

千葉圭, チバ ケイ (663) 至学館

Strip 10

14:15

Referee(s):

中島美月, ナカジマ ミツキ (650) 早稲田大

小林叶佳, コバヤシ キョウカ (614) 高崎商大

蓮井陽菜, ハスイ ヒナ (689) 高松北高

川口実来, カワグチ ミキ (682) 野田高校

倉田美月, クラタ ミツキ (670) 津東

Strip 11

14:15

Referee(s):

竹山奈那, タケヤマ ナナ (621) 与野高校

小森園萌, コモリゾノ モエ (695) 鹿児島高

田澤瑶乃, タザワ ハルノ (610) 緑岡高校

内田樹里, ウチダ ジュリ (644) 日大

伊藤杏樹, イトウ アンジュ (638) 筑波大学附

Referee(s):

小野瑞葵, オノ ミズキ (618) 埼玉クラブ

佐藤涼華, サトウ スズカ (666) 中京大

井上詩織, イノウエ シオリ (616) 沼田女子

須田真衣, スダ マイ (604) 仙台FC

稲山友梨, イナヤマ ユリ (627) SEISA



Referee(s):

丸山さくら, マルヤマ サクラ (639) 王子総合

山口藍, ヤマグチ アイ (693) 鹿児島高

馬﨑美優, マザキ ミウ (675) 津東

中村優里, ナカムラ ユリ (636) 成立学園

山口優香, ヤマグチ ユウカ (640) 東京農大

Referee(s):

内山澪, ウチヤマ ミオ (686) YAMAGUCHI

後藤麻瑚都, ゴトウ マコト (601) 黒石高校

大西愛, オオニシ アイ (609) 米沢FS少

北尾美月, キタオ ミツキ (613) 栃木翔南

濱松里紗, ハママツ リサ (617) 埼玉クラブ

Referee(s):

佐藤琴美, サトウ コトミ (603) 一関二高

西脇有咲, ニシワキ アリサ (659) 大垣南

堀田朋夏, ホッタ トモカ (657) 大垣養老

川ノ上可鈴, カワノウエ カリン (694) 鹿児島高

織部彩花, オリベ サヤカ (658) 各務野

Referee(s):

久末汐里, ヒサスエ シオリ (635) 慶應大

石槫麗, イシグレ ウララ (653) 朝日大

渡部有未, ワタナベ アミ (642) 日体大

村上瑞季, ムラカミ ミズキ (672) 津東

岡田奈美, オカダ ナミ (654) 大垣養老



Referee(s):

金氣愛華, カネキ マナカ (645) 日大

徳島沙恵, トクシマ サエ (668) 中京大

太田陽詩, オオタ ヒナタ (680) 龍谷平安中

駒崎瑠菜, コマザキ ルナ (620) 与野高校

岡田渓, オカダ ケイ (628) SEISA

Referee(s):

加藤有紗, カトウ アリサ (648) 法政大

白藤花, シラフジ ハナ (671) 津東

阿部芽依奈, アベ メイナ (615) 沼田女子

小林柚李, コバヤシ ユウリ (677) 鴨沂高校

市川万里子, イチカワ マリコ (634) 慶應大

中村真琴, ナカムラ マコト (632) 板橋FC
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Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
1 益田椎菜, マスダ シイナ (669) 中京大J 4 1.00 20 3 +17 Advanced
2T 佐藤琴美, サトウ コトミ (603) 一関二高 4 1.00 20 4 +16 Advanced
2T 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (678) 乙訓高校 4 1.00 20 4 +16 Advanced
4 中村真琴, ナカムラ マコト (632) 板橋FC 5 1.00 25 10 +15 Advanced
5 永井杏奈, ナガイ アンナ (664) 至学館 4 1.00 20 6 +14 Advanced
6 金氣愛華, カネキ マナカ (645) 日大 4 1.00 20 8 +12 Advanced
7 市ヶ谷愛, イチガタニ アイ (691) 高松北高 4 1.00 18 7 +11 Advanced
8 石槫麗, イシグレ ウララ (653) 朝日大 4 1.00 20 10 +10 Advanced
9 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (625) 与野高校 4 1.00 20 11 +9 Advanced
10 山内梨緒, ヤマウチ リオ (662) 掛川西 4 1.00 18 9 +9 Advanced
11 濱松里紗, ハママツ リサ (617) 埼玉クラブ 4 1.00 20 12 +8 Advanced
12 伊藤杏樹, イトウ アンジュ (638) 筑波大学附 4 1.00 20 13 +7 Advanced
13 蓮井陽菜, ハスイ ヒナ (689) 高松北高 4 1.00 15 8 +7 Advanced
14 原田紗希, ハラダ サキ (633) 慶應女子 3 0.75 19 9 +10 Advanced
15T 成田琉夏, ナリタ ルカ (607) 聖霊女子 3 0.75 18 9 +9 Advanced
15T 佐藤涼華, サトウ スズカ (666) 中京大 3 0.75 18 9 +9 Advanced
17 明石愛恵, アカシ マナミ (690) 高松北高 3 0.75 18 10 +8 Advanced
18 中村優里, ナカムラ ユリ (636) 成立学園 3 0.75 16 9 +7 Advanced
19 川口実来, カワグチ ミキ (682) 野田高校 3 0.75 14 7 +7 Advanced
20 田中あや, タナカ アヤ (652) 朝日大 3 0.75 19 13 +6 Advanced
21 内田樹里, ウチダ ジュリ (644) 日大 3 0.75 18 12 +6 Advanced
22 尾矢二千花, オヤ ニチカ (665) 中京大 3 0.75 15 9 +6 Advanced
23 高橋里衣, タカハシ リエ (667) 中京大 3 0.75 18 13 +5 Advanced
24T 西脇有咲, ニシワキ アリサ (659) 大垣南 3 0.75 18 14 +4 Advanced
24T 千葉圭, チバ ケイ (663) 至学館 3 0.75 18 14 +4 Advanced
26 稲山友梨, イナヤマ ユリ (627) SEISA 3 0.75 16 12 +4 Advanced
27 山口優香, ヤマグチ ユウカ (640) 東京農大 3 0.75 13 9 +4 Advanced
28 山本有沙, ヤマモト アリサ (687) YAMAGUCHI 3 0.75 18 15 +3 Advanced
29 久末汐里, ヒサスエ シオリ (635) 慶應大 3 0.75 17 14 +3 Advanced
30 徳島沙恵, トクシマ サエ (668) 中京大 3 0.75 16 13 +3 Advanced
31T 髙嶌乙羽, タカシマ オトハ (676) 鴨沂高校 3 0.75 14 11 +3 Advanced
31T 山下遥乃, ヤマシタ ハルノ (646) 日大 3 0.75 14 11 +3 Advanced
33 内山澪, ウチヤマ ミオ (686) YAMAGUCHI 3 0.75 18 16 +2 Advanced
34 岸本鈴, キシモト リン (681) 龍谷平安中 3 0.75 17 15 +2 Advanced
35 美﨑砂彩, ミサキ サアヤ (679) 立命館大 3 0.75 15 14 +1 Advanced
36 市川万里子, イチカワ マリコ (634) 慶應大 3 0.60 21 15 +6 Advanced
37 加藤有紗, カトウ アリサ (648) 法政大 3 0.60 16 18 -2 Advanced
38 齋藤華南, サイトウ ハナ (605) 秋田商業 2 0.50 18 12 +6 Advanced
39 大北夏琳, オオキタ カリン (661) 羽島北 2 0.50 15 11 +4 Advanced
40 小森園萌, コモリゾノ モエ (695) 鹿児島高 2 0.50 18 15 +3 Advanced
41 増田杏心, マスダ アンジ (685) 西大寺高校 2 0.50 17 14 +3 Advanced
42 大西愛, オオニシ アイ (609) 米沢FS少 2 0.50 17 15 +2 Advanced
43 長井朋佳, ナガイ トモカ (688) 三本松高 2 0.50 16 14 +2 Advanced
44 丸山さくら, マルヤマ サクラ (639) 王子総合 2 0.50 14 13 +1 Advanced
45 須田真衣, スダ マイ (604) 仙台FC 2 0.50 17 17 0 Advanced
46 太田陽詩, オオタ ヒナタ (680) 龍谷平安中 2 0.50 16 16 0 Advanced
47T 中島美月, ナカジマ ミツキ (650) 早稲田大 2 0.50 14 14 0 Advanced
47T 西岡瞳, ニシオカ ヒトミ (683) 小林聖心 2 0.50 14 14 0 Advanced
47T 小野瑞葵, オノ ミズキ (618) 埼玉クラブ 2 0.50 14 14 0 Advanced
47T 森嶋夕稀, モリシマ ユキ (630) SEISA 2 0.50 14 14 0 Advanced
51 渡部有未, ワタナベ アミ (642) 日体大 2 0.50 15 16 -1 Advanced
52 今村未羽, イマムラ ミウ (692) 鹿児島高 2 0.50 14 16 -2 Advanced
53 三田千晴, サンダ チハル (674) 津東 2 0.50 13 16 -3 Advanced
54 石田眞菜, イシダ マナ (643) 日大 2 0.50 10 13 -3 Advanced
55 堀田朋夏, ホッタ トモカ (657) 大垣養老 2 0.50 12 16 -4 Advanced
56 細江麻衣, ホソエ マイ (655) 大垣養老 2 0.50 13 18 -5 Advanced
57 山口藍, ヤマグチ アイ (693) 鹿児島高 2 0.50 12 17 -5 Advanced
58 阿部芽依奈, アベ メイナ (615) 沼田女子 2 0.40 21 22 -1 Advanced
59 髙木綾, タカギ アヤ (649) 明治大 1 0.25 14 15 -1 Advanced
60 伊藤凜, イトウ リン (684) 安来高校 1 0.25 16 18 -2 Advanced
61 日比伽菜子, ヒビ カナコ (660) 大垣南 1 0.25 11 14 -3 Advanced
62 北尾美月, キタオ ミツキ (613) 栃木翔南 1 0.25 12 16 -4 Advanced
63 倉田美月, クラタ ミツキ (670) 津東 1 0.25 9 13 -4 Advanced
64 竹山奈那, タケヤマ ナナ (621) 与野高校 1 0.25 12 17 -5 Advanced
65 市ヶ谷真奈実, イチガタニ マナミ (637) 中央大 1 0.25 12 18 -6 Eliminated
66 佐藤桃子, サトウ モモコ (656) 大垣養老 1 0.25 11 17 -6 Eliminated
67 岡田奈美, オカダ ナミ (654) 大垣養老 1 0.25 10 16 -6 Eliminated
68 柳知里, ヤナギ チサト (696) 鹿児島高 1 0.25 7 13 -6 Eliminated



Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
69 吉田桃子, ヨシダ モモコ (624) 与野高校 1 0.25 10 17 -7 Eliminated
70 織部彩花, オリベ サヤカ (658) 各務野 1 0.25 9 16 -7 Eliminated
71T 田添真悠, タゾエ マユ (611) 緑岡高校 1 0.25 10 18 -8 Eliminated
71T 原田奈乃羽, ハラダ ナノハ (608) アプルス 1 0.25 10 18 -8 Eliminated
71T 岡田渓, オカダ ケイ (628) SEISA 1 0.25 10 18 -8 Eliminated
74 遠西明花音, トオニシ アカネ (612) 緑岡高校 1 0.25 6 19 -13 Eliminated
75 白藤花, シラフジ ハナ (671) 津東 1 0.20 12 20 -8 Eliminated
76 小林柚李, コバヤシ ユウリ (677) 鴨沂高校 1 0.20 14 24 -10 Eliminated
77 村上瑞季, ムラカミ ミズキ (672) 津東 0 0.00 11 17 -6 Eliminated
78T 駒崎瑠菜, コマザキ ルナ (620) 与野高校 0 0.00 13 20 -7 Eliminated
78T 馬﨑美優, マザキ ミウ (675) 津東 0 0.00 13 20 -7 Eliminated
80 後藤麻瑚都, ゴトウ マコト (601) 黒石高校 0 0.00 12 20 -8 Eliminated
81T 林菜々海, ハヤシ ナナミ (651) 伊那北 0 0.00 11 20 -9 Eliminated
81T 吾住和奏, アズミ ワカナ (619) 与野高校 0 0.00 11 20 -9 Eliminated
83T 成田絵美佳, ナリタ エミカ (631) 柏陵高校 0 0.00 9 18 -9 Eliminated
83T 川ノ上可鈴, カワノウエ カリン (694) 鹿児島高 0 0.00 9 18 -9 Eliminated
85 小林叶佳, コバヤシ キョウカ (614) 高崎商大 0 0.00 8 18 -10 Eliminated
86 田澤瑶乃, タザワ ハルノ (610) 緑岡高校 0 0.00 9 20 -11 Eliminated
87 井上実結, イノウエ ミユ (673) 津東 0 0.00 7 18 -11 Eliminated
88T 南場友理子, ナンバ ユリコ (622) 与野高校 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
88T 井上詩織, イノウエ シオリ (616) 沼田女子 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
90 高田朱梨, タカダ アリ (602) 黒石高校 0 0.00 6 19 -13 Eliminated
91 萩原早紀, ハギワラ サキ (623) 与野高校 0 0.00 6 20 -14 Eliminated



JRWE
Semi-Finals

(1) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (625)
1

(4) 永井杏奈, ナガイ アンナ (664)
2

Table of 8

1

(8) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (625)
2

(5) 永井杏奈, ナガイ アンナ (664)
3

(4) 久末汐里, ヒサスエ シオリ (635)
4

Table of 16

1

(16) 成田琉夏, ナリタ ルカ (607)
2

(9) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (625)
3

4

(5) 永井杏奈, ナガイ アンナ (664)
5

(12) 内田樹里, ウチダ ジュリ (644)
6

(13) 蓮井陽菜, ハスイ ヒナ (689)
7

(4) 久末汐里, ヒサスエ シオリ (635)
8

Table of 32

(1) 益田椎菜, マスダ シイナ (669)
1

2

(17) 中島美月, ナカジマ ミツキ (650)
3

(16) 成田琉夏, ナリタ ルカ (607)
4

(9) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (625)
5

(24) 西脇有咲, ニシワキ アリサ (659)
6

7

(8) 石槫麗, イシグレ ウララ (653)
8

(5) 永井杏奈, ナガイ アンナ (664)
9

(28) 山本有沙, ヤマモト アリサ (687)
10

(21) 内田樹里, ウチダ ジュリ (644)
11

(12) 伊藤杏樹, イトウ アンジュ (638)
12

(13) 蓮井陽菜, ハスイ ヒナ (689)
13

14

(29) 久末汐里, ヒサスエ シオリ (635)
15

(4) 中村真琴, ナカムラ マコト (632)
16

Table of 64

(1) 益田椎菜, マスダ シイナ (669)
中京大J

(64) 竹山奈那, タケヤマ ナナ (621)
与野高校

YAMAGUCHI

(32) 髙嶌乙羽, タカシマ オトハ (676)
鴨沂高校

(17) 明石愛恵, アカシ マナミ (690)
高松北高

(48) 中島美月, ナカジマ ミツキ (650)

早稲田大

埼玉クラブ

(16) 成田琉夏, ナリタ ルカ (607)
聖霊女子

(9) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (625)

与野高校

(56) 細江麻衣, ホソエ マイ (655)
大垣養老

(41) 増田杏心, マスダ アンジ (685)
西大寺高校

(24) 西脇有咲, ニシワキ アリサ (659)

大垣南

至学館

(40) 小森園萌, コモリゾノ モエ (695)
鹿児島高

(57) 山口藍, ヤマグチ アイ (693)
鹿児島高

(8) 石槫麗, イシグレ ウララ (653)
朝日大

(5) 永井杏奈, ナガイ アンナ (664)
至学館

安来高校

(37) 加藤有紗, カトウ アリサ (648)
法政大

(28) 山本有沙, ヤマモト アリサ (687)
YAMAGUCHI

(21) 内田樹里, ウチダ ジュリ (644)
日大

(44) 丸山さくら, マルヤマ サクラ (639)
王子総合

(53) 三田千晴, サンダ チハル (674)
津東

(12) 伊藤杏樹, イトウ アンジュ (638)

筑波大学附

(13) 蓮井陽菜, ハスイ ヒナ (689)
高松北高

(52) 今村未羽, イマムラ ミウ (692)
鹿児島高

仙台FC

(20) 田中あや, タナカ アヤ (652)
朝日大

(29) 久末汐里, ヒサスエ シオリ (635)

慶應大

(36) 市川万里子, イチカワ マリコ (634)

慶應大

(61) 日比伽菜子, ヒビ カナコ (660)
大垣南

(4) 中村真琴, ナカムラ マコト (632)
板橋FC
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Semi-Finals

(3) 原田紗希, ハラダ サキ (633)
3

(2) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (678)
4

Table of 8

(3) 原田紗希, ハラダ サキ (633)
5

(6) 尾矢二千花, オヤ ニチカ (665)
6

(7) 高橋里衣, タカハシ リエ (667)
7

(2) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (678)
8

Table of 16

(3) 徳島沙恵, トクシマ サエ (668)
9

(14) 原田紗希, ハラダ サキ (633)
10

(11) 尾矢二千花, オヤ ニチカ (665)
11

(6) 齋藤華南, サイトウ ハナ (605)
12

(7) 稲山友梨, イナヤマ ユリ (627)
13

(10) 高橋里衣, タカハシ リエ (667)
14

(15) 中村優里, ナカムラ ユリ (636)
15

(2) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (678)
16

Table of 32

(3) 佐藤琴美, サトウ コトミ (603)
17

(30) 徳島沙恵, トクシマ サエ (668)
18

(19) 太田陽詩, オオタ ヒナタ (680)
19

(14) 原田紗希, ハラダ サキ (633)
20

(11) 濱松里紗, ハママツ リサ (617)
21

(22) 尾矢二千花, オヤ ニチカ (665)
22

(27) 齋藤華南, サイトウ ハナ (605)
23

(6) 金氣愛華, カネキ マナカ (645)
24

(7) 市ヶ谷愛, イチガタニ アイ (691)
25

(26) 稲山友梨, イナヤマ ユリ (627)
26

(23) 高橋里衣, タカハシ リエ (667)
27

(10) 山内梨緒, ヤマウチ リオ (662)
28

(15) 佐藤涼華, サトウ スズカ (666)
29

(18) 中村優里, ナカムラ ユリ (636)
30

(31) 岸本鈴, キシモト リン (681)
31

(2) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (678)
32

Table of 64

(3) 佐藤琴美, サトウ コトミ (603)
一関二高

(62) 北尾美月, キタオ ミツキ (613)
栃木翔南

(35) 美﨑砂彩, ミサキ サアヤ (679)
立命館大

(30) 徳島沙恵, トクシマ サエ (668)
中京大

(19) 川口実来, カワグチ ミキ (682)
野田高校

(46) 太田陽詩, オオタ ヒナタ (680)
龍谷平安中

(51) 渡部有未, ワタナベ アミ (642)
日体大

(14) 原田紗希, ハラダ サキ (633)
慶應女子

(11) 濱松里紗, ハママツ リサ (617)
埼玉クラブ

(54) 石田眞菜, イシダ マナ (643)
日大

(43) 長井朋佳, ナガイ トモカ (688)
三本松高

(22) 尾矢二千花, オヤ ニチカ (665)
中京大

(27) 山口優香, ヤマグチ ユウカ (640)

東京農大

(38) 齋藤華南, サイトウ ハナ (605)
秋田商業

明治大

(6) 金氣愛華, カネキ マナカ (645)
日大

(7) 市ヶ谷愛, イチガタニ アイ (691)
高松北高

(58) 阿部芽依奈, アベ メイナ (615)
沼田女子

(39) 大北夏琳, オオキタ カリン (661)
羽島北

(26) 稲山友梨, イナヤマ ユリ (627)
SEISA

(23) 高橋里衣, タカハシ リエ (667)
中京大

米沢FS少

(55) 堀田朋夏, ホッタ トモカ (657)
大垣養老

(10) 山内梨緒, ヤマウチ リオ (662)
掛川西

(15) 佐藤涼華, サトウ スズカ (666)
中京大

(50) 森嶋夕稀, モリシマ ユキ (630)
SEISA

(47) 西岡瞳, ニシオカ ヒトミ (683)
小林聖心

(18) 中村優里, ナカムラ ユリ (636)
成立学園

(31) 山下遥乃, ヤマシタ ハルノ (646)

日大

(34) 岸本鈴, キシモト リン (681)
龍谷平安中

(63) 倉田美月, クラタ ミツキ (670)
津東

(2) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (678)
乙訓高校
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(1) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (625)
1

Finals

(1) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (625)
1

(2) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (678)
2

Semi-Finals

(1) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (625)
1

(4) 永井杏奈, ナガイ アンナ (664)
2

(3) 原田紗希, ハラダ サキ (633)
3

(2) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (678)
4

Table of 8

聖霊女子

(8) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (625)

与野高校

(5) 永井杏奈, ナガイ アンナ (664)
至学館

(4) 久末汐里, ヒサスエ シオリ (635)
慶應大

(3) 原田紗希, ハラダ サキ (633)
慶應女子

(6) 尾矢二千花, オヤ ニチカ (665)
中京大

(7) 高橋里衣, タカハシ リエ (667)
中京大

(2) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (678)
乙訓高校

(3) 原田紗希, ハラダ サキ (633)
1

Fence-off for Third

(4) 永井杏奈, ナガイ アンナ (664)
至学館

(3) 原田紗希, ハラダ サキ (633)
慶應女子
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Place Name Country Birthdate
1 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (625)
2 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (678)
3 原田紗希, ハラダ サキ (633)
4 永井杏奈, ナガイ アンナ (664)
5 成田琉夏, ナリタ ルカ (607)
6 尾矢二千花, オヤ ニチカ (665)
7 高橋里衣, タカハシ リエ (667)
8 久末汐里, ヒサスエ シオリ (635)
9 蓮井陽菜, ハスイ ヒナ (689)
10 中村優里, ナカムラ ユリ (636)
11 内田樹里, ウチダ ジュリ (644)
12 千葉圭, チバ ケイ (663)
13 稲山友梨, イナヤマ ユリ (627)
14 徳島沙恵, トクシマ サエ (668)
15 内山澪, ウチヤマ ミオ (686)
16 齋藤華南, サイトウ ハナ (605)
17 益田椎菜, マスダ シイナ (669)
18 佐藤琴美, サトウ コトミ (603)
19 中村真琴, ナカムラ マコト (632)
20 金氣愛華, カネキ マナカ (645)
21 市ヶ谷愛, イチガタニ アイ (691)
22 石槫麗, イシグレ ウララ (653)
23 山内梨緒, ヤマウチ リオ (662)
24 濱松里紗, ハママツ リサ (617)
25 伊藤杏樹, イトウ アンジュ (638)
26 佐藤涼華, サトウ スズカ (666)
27 西脇有咲, ニシワキ アリサ (659)
28 山本有沙, ヤマモト アリサ (687)
29 岸本鈴, キシモト リン (681)
30 須田真衣, スダ マイ (604)
31 太田陽詩, オオタ ヒナタ (680)
32 中島美月, ナカジマ ミツキ (650)
33 明石愛恵, アカシ マナミ (690)
34 川口実来, カワグチ ミキ (682)
35 田中あや, タナカ アヤ (652)
36 山口優香, ヤマグチ ユウカ (640)
37T 髙嶌乙羽, タカシマ オトハ (676)
37T 山下遥乃, ヤマシタ ハルノ (646)
39 美﨑砂彩, ミサキ サアヤ (679)
40 市川万里子, イチカワ マリコ (634)
41 加藤有紗, カトウ アリサ (648)
42 大北夏琳, オオキタ カリン (661)
43 小森園萌, コモリゾノ モエ (695)
44 増田杏心, マスダ アンジ (685)
45 大西愛, オオニシ アイ (609)
46 長井朋佳, ナガイ トモカ (688)
47 丸山さくら, マルヤマ サクラ (639)
48T 西岡瞳, ニシオカ ヒトミ (683)
48T 小野瑞葵, オノ ミズキ (618)
48T 森嶋夕稀, モリシマ ユキ (630)
51 渡部有未, ワタナベ アミ (642)
52 今村未羽, イマムラ ミウ (692)
53 三田千晴, サンダ チハル (674)
54 石田眞菜, イシダ マナ (643)
55 堀田朋夏, ホッタ トモカ (657)
56 細江麻衣, ホソエ マイ (655)
57 山口藍, ヤマグチ アイ (693)
58 阿部芽依奈, アベ メイナ (615)
59 髙木綾, タカギ アヤ (649)
60 伊藤凜, イトウ リン (684)
61 日比伽菜子, ヒビ カナコ (660)
62 北尾美月, キタオ ミツキ (613)
63 倉田美月, クラタ ミツキ (670)
64 竹山奈那, タケヤマ ナナ (621)
65 市ヶ谷真奈実, イチガタニ マナミ (637)
66 佐藤桃子, サトウ モモコ (656)
67 岡田奈美, オカダ ナミ (654)
68 柳知里, ヤナギ チサト (696)



Place Name Country Birthdate
69 吉田桃子, ヨシダ モモコ (624)
70 織部彩花, オリベ サヤカ (658)
71T 田添真悠, タゾエ マユ (611)
71T 原田奈乃羽, ハラダ ナノハ (608)
71T 岡田渓, オカダ ケイ (628)
74 遠西明花音, トオニシ アカネ (612)
75 白藤花, シラフジ ハナ (671)
76 小林柚李, コバヤシ ユウリ (677)
77 村上瑞季, ムラカミ ミズキ (672)
78T 駒崎瑠菜, コマザキ ルナ (620)
78T 馬﨑美優, マザキ ミウ (675)
80 後藤麻瑚都, ゴトウ マコト (601)
81T 林菜々海, ハヤシ ナナミ (651)
81T 吾住和奏, アズミ ワカナ (619)
83T 成田絵美佳, ナリタ エミカ (631)
83T 川ノ上可鈴, カワノウエ カリン (694)
85 小林叶佳, コバヤシ キョウカ (614)
86 田澤瑶乃, タザワ ハルノ (610)
87 井上実結, イノウエ ミユ (673)
88T 南場友理子, ナンバ ユリコ (622)
88T 井上詩織, イノウエ シオリ (616)
90 高田朱梨, タカダ アリ (602)
91 萩原早紀, ハギワラ サキ (623)
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