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� ���� ����� ������� ����
� 安部聖美���� 聖霊女子短大付高等学校 ��
� 伊達朱美���� 津東高等学校 ���
� 井塚千晶���� 日本大学 �
� 稲野邉南���� 法政大学 �
� 雨田由香���� 中央大学 �
� 永浦麻衣���� 仙台第一高等学校 ���
� 益子明香里���� 水戸女子高等学校 ���
� 益谷はる子���� 沼津東高等学校 ���
� 横田彩未���� 沼津�� ��
�� 岡原真琴���� 柳井学園高等学校 ��
�� 岡村寧々���� 東葛飾高等学校 ��
�� 岡田梨良���� 高崎商大附属高等学校 ��
�� 下村日奈子���� 玄界高等学校 ���
�� 加藤怜���� 北上翔南高等学校 ���
�� 加藤玲衣���� 東京女子体育大学 ��
�� 河野真央���� 慶応中等部 ��
�� 笠沙彩���� 日本大学 ��
�� 間宮菜奈未���� 朝日大学 ��
�� 岩竹聖奈���� 柳井学園高等学校 ���
�� 祇園彩寧���� 西大寺高等学校 ��
�� 菊池菜乃佳���� 仙台第二高等学校 ���
�� 吉田真花���� 法政大学 ��
�� 金子彩香���� 岐阜各務野高等学校 ���
�� 金子優衣奈���� 稲付中学校 ��
�� 桑野紫音���� 津東高等学校 ���
�� 月野敬子���� 帝京高等学校 �
�� 原田渉未���� 佐賀商業高等学校 ��
�� 高橋ひかり���� 三島高等学校 ���
�� 高橋千里香���� 玄界高等学校 ��
�� 黒田ほのか���� 三本松高等学校 �
�� 今野愛���� 山形大学 ���
�� 佐藤あゆり���� 一関第二高等学校 ���
�� 佐藤めるしい���� 聖霊女子短大付高等学校 ��
�� 佐藤亜美���� 黒石高等学校 ��
�� 佐野佑衣���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 斎藤凜々���� 宇都宮中央女子高等学校 ���
�� 山下さくら���� 三本松高等学校 ��
�� 山口寿々奈���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 山根真矢���� 日本大学 ��
�� 山田ほのか���� 中京大学 ��
�� 山田夢羽未���� 沼津西高等学校 ��
�� 山内今日香���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 山本美彩希���� 諫早商業高等学校 ���
�� 寺園にこ���� 大阪国際滝井高等学校 ���
�� 鹿野莉華子���� 埼玉栄高等学校 ��
�� 柴田楓子���� 金沢西高等学校 ���
�� 種田悠希���� 三島高等学校 ��
�� 酒井さゆり���� 聖霊女子短大付高等学校 ��
�� 小山ゆい���� 安来高等学校 ���
�� 小山美優���� 同志社女子中・高 ��
�� 小澤亜美���� 学習院大学 ���
�� 小﨑栞���� 日本大学 ��
�� 松岡愛莉���� 三本松高等学校 ���
�� 松崎有由莉���� 水橋高等学校 ���
�� 植村咲香���� 同志社大学 �
�� 新野まどか���� 山形東高等学校 ��
�� 水口智恵���� 三本松高等学校 ��
�� 杉澤杏実���� 札幌大谷高等学校 ���
�� 菅野桃子���� 川俣高等学校 ���
�� 清水愛���� 高崎商大附属高等学校 ���
�� 石橋幸貴���� 市立仙台高等学校 ��
�� 石原夢���� 水橋高等学校 ���
�� 石黒結���� 東京学館新潟高等学校 ���
�� 川里蘭���� 川俣高等学校 ���
�� 浅井悠香���� 与野高等学校 ���
�� 早野有里加���� 大垣南高等学校 ��
�� 村上万里亜���� 早稲田大学 ��
�� 大山美紀���� 水戸第三高等学校 ���
�� 大槻あやか���� 米沢東高等学校 ���



� ���� ����� ������� ����
�� 谷口瑠南���� 開新高等学校 ���
�� 谷山鈴々花���� 東京女子体育大学 �
�� 竹見佳乃香���� 日本体育大学 ��
�� 竹内遥香���� 武生商業高等学校 ���
�� 中田陽七理���� 和歌山東高等学校 ���
�� 中島香保���� 兵庫県 ���
�� 中島友香���� 神戸大附属中等教育学校 ��
�� 中島毬那���� 栃木翔南高等学校 ���
�� 中馬蘭奈���� 玄界高等学校 ��
�� 長崎昇子���� 合川�� ��
�� 塚越愛菜���� 高崎商大附属高等学校 ���
�� 田村梨渚���� 同志社女子中・高 ���
�� 田中二千華���� 青山学院大学 ���
�� 田﨑愛���� 東京女子体育大学 ��
�� 藤巻沙紀羅���� 甲陵高等学校 ���
�� 徳山里奈���� 埼玉栄高等学校 ���
�� 内藤光玲���� 埼玉栄高等学校 ��
�� 馬場菜緒���� 鹿児島南高等学校 ���
�� 梅北愛斐���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 白取花音���� 黒石高等学校 ��
�� 半田知聖���� 甲陵高等学校 ���
�� 板山梨音���� 別府翔青高等学校 ���
�� 尾里雪葉���� 日本体育大学 ��
�� 尾﨑世梨���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 服部真依���� 検見川高等学校 ���
�� 福永瑛美���� 専修大学 ��
�� 福田響生���� 三本松高等学校 ��
�� 平野菜那���� 諫早商業高等学校 ���
�� 平林七奈子���� 稲付中学校 ��
�� 峰岸祐佳���� 立命館大学 ��
��� 林祐未���� 中京大学 ��
��� 鈴木真理佳���� 湘南高等学校 ���
��� 脇田樹魅���� 日本女子体育大学 �
��� 濵野純奈���� 和歌山東高等学校 ���
��� 髙橋彩夏���� 札幌光星高等学校 ���
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�� 吉田真花���� 法政大学 ��
�� 尾﨑世梨���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 佐藤めるしい���� 聖霊女子短大付高等学校 ��
�� 笠沙彩���� 日本大学 ��
�� 水口智恵���� 三本松高等学校 ��
�� 小﨑栞���� 日本大学 ��
�� 金子優衣奈���� 稲付中学校 ��
�� 山根真矢���� 日本大学 ��
�� 尾里雪葉���� 日本体育大学 ��
�� 加藤玲衣���� 東京女子体育大学 ��
�� 田﨑愛���� 東京女子体育大学 ��
�� 村上万里亜���� 早稲田大学 ��
�� 福田響生���� 三本松高等学校 ��
�� 佐野佑衣���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 山田ほのか���� 中京大学 ��
�� 鹿野莉華子���� 埼玉栄高等学校 ��
�� 石橋幸貴���� 市立仙台高等学校 ��
�� 岡原真琴���� 柳井学園高等学校 ��
�� 高橋千里香���� 玄界高等学校 ��
�� 間宮菜奈未���� 朝日大学 ��
�� 山内今日香���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 林祐未���� 中京大学 ��
�� 岡田梨良���� 高崎商大附属高等学校 ��
�� 山下 さくら���� 三本松高等学校 ��
�� 酒井 さゆり���� 聖霊女子短大付高等学校 ��
�� 竹見佳乃香���� 日本体育大学 ��
�� 内藤光玲���� 埼玉栄高等学校 ��
�� 峰岸祐佳���� 立命館大学 ��
�� 平林七奈子���� 稲付中学校 ��
�� 原田渉未���� 佐賀商業高等学校 ��
�� 福永瑛美���� 専修大学 ��
�� 新野まどか���� 山形東高等学校 ��
�� 長崎昇子���� 合川�� ��
�� 佐藤亜美���� 黒石高等学校 ��
�� 山口寿々奈���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 小山美優���� 同志社女子中・高 ��
�� 祇園彩寧���� 西大寺高等学校 ��
�� 山田夢羽未���� 沼津西高等学校 ��
�� 中馬蘭奈���� 玄界高等学校 ��
�� 横田彩未���� 沼津�� ��
�� 白取花音���� 黒石高等学校 ��
�� 河野真央���� 慶応中等部 ��
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�� 早野有里加���� 大垣南高等学校 ��
�� 中島友香���� 神戸大附属中等教育学校 ��
�� 松崎有由莉���� 水橋高等学校 ���
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�� 下村日奈子���� 玄界高等学校 ���
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新野まどか���� 山形東高等学校

福永瑛美���� 専修大学

斎藤凜々���� 宇都宮中央女子高等学校

松岡愛莉���� 三本松高等学校

梅北愛斐���� 鹿児島南高等学校

山本美彩希���� 諫早商業高等学校
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小山ゆい���� 安来高等学校

川里蘭���� 川俣高等学校

益谷はる子���� 沼津東高等学校

吉田真花���� 法政大学
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藤巻沙紀羅���� 甲陵高等学校

佐藤亜美���� 黒石高等学校

田村梨渚���� 同志社女子中・高

平林七奈子���� 稲付中学校

塚越愛菜���� 高崎商大附属高等学校

尾﨑世梨���� 鹿児島南高等学校
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石黒結���� 東京学館新潟高等学校

岩竹聖奈���� 柳井学園高等学校
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石原夢���� 水橋高等学校

徳山里奈���� 埼玉栄高等学校

田﨑愛���� 東京女子体育大学

間宮菜奈未���� 朝日大学

服部真依���� 検見川高等学校

�����������
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村上万里亜���� 早稲田大学
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種田悠希���� 三島高等学校

下村日奈子���� 玄界高等学校

菅野桃子���� 川俣高等学校
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福田響生���� 三本松高等学校

岡原真琴���� 柳井学園高等学校
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石橋幸貴���� 市立仙台高等学校

中島香保���� 兵庫県

杉澤杏実���� 札幌大谷高等学校

佐野佑衣���� 鹿児島南高等学校

永浦麻衣���� 仙台第一高等学校

早野有里加���� 大垣南高等学校



�����������

中島友香���� 神戸大附属中等教育学校

鹿野莉華子���� 埼玉栄高等学校

益子明香里���� 水戸女子高等学校

松崎有由莉���� 水橋高等学校

山田ほのか���� 中京大学

大槻あやか���� 米沢東高等学校



第２６回ＪＯＣ 第１日
����年�月��日��������
�����������

���� ���� ���� ������� � ��� �� �� ��� �����
� 脇田樹魅���� 日本女子体育大学 ����������������������
� 稲野邉南���� 法政大学 ����������������������
� 谷山鈴々花���� 東京女子体育大学 ����������������������
� 月野敬子���� 帝京高等学校 ����������������������
� 雨田由香���� 中央大学 ����������������������
� 黒田ほのか���� 三本松高等学校 ����������������������
� 井塚千晶���� 日本大学 ����������������������
� 植村咲香���� 同志社大学 ����������������������
� 佐野佑衣���� 鹿児島南高等学校 � ���� �� � ��� ����������������������
�� 佐藤めるしい���� 聖霊女子短大付高等学校 � ���� �� � ��� ����������������������
��� 村上万里亜���� 早稲田大学 � ���� �� � ��� ����������������������
��� 山下さくら���� 三本松高等学校 � ���� �� � ��� ����������������������
�� 尾﨑世梨���� 鹿児島南高等学校 � ���� �� � ��� ����������������������
��� 田﨑愛���� 東京女子体育大学 � ���� �� � ��� ����������������������
��� 梅北愛斐���� 鹿児島南高等学校 � ���� �� � ��� ����������������������
��� 山根真矢���� 日本大学 � ���� �� � ��� ����������������������
�� 山田ほのか���� 中京大学 � ���� �� �� ��� ��������
�� 小山ゆい���� 安来高等学校 � ���� �� �� ��� ��������
�� 内藤光玲���� 埼玉栄高等学校 � ���� �� �� ��� ��������
�� 加藤玲衣���� 東京女子体育大学 � ���� �� �� ��� ��������
�� 平林七奈子���� 稲付中学校 � ���� �� � ��� ��������
�� 間宮菜奈未���� 朝日大学 � ���� �� �� ��� ��������
�� 竹見佳乃香���� 日本体育大学 � ���� �� �� ��� ��������
��� 林祐未���� 中京大学 � ���� �� �� ��� ��������
��� 金子優衣奈���� 稲付中学校 � ���� �� �� ��� ��������
�� 福田響生���� 三本松高等学校 � ���� �� �� ��� ��������
�� 山口寿々奈���� 鹿児島南高等学校 � ���� �� �� ��� ��������
�� 山内今日香���� 鹿児島南高等学校 � ���� �� �� ��� ��������
�� 吉田真花���� 法政大学 � ���� �� �� ��� ��������
�� 濵野純奈���� 和歌山東高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 馬場菜緒���� 鹿児島南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 白取花音���� 黒石高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 水口智恵���� 三本松高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 松崎有由莉���� 水橋高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 小﨑栞���� 日本大学 � ���� �� �� �� ��������
�� 早野有里加���� 大垣南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 原田渉未���� 佐賀商業高等学校 � ���� �� �� ��� ��������
�� 河野真央���� 慶応中等部 � ���� �� �� ��� ��������
�� 中島毬那���� 栃木翔南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 尾里雪葉���� 日本体育大学 � ���� �� �� �� ��������
��� 岡村寧々���� 東葛飾高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 鹿野莉華子���� 埼玉栄高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 菅野桃子���� 川俣高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 新野まどか���� 山形東高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 小山美優���� 同志社女子中・高 � ���� �� �� �� ��������
�� 浅井悠香���� 与野高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 永浦麻衣���� 仙台第一高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 加藤怜���� 北上翔南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 金子彩香���� 岐阜各務野高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 峰岸祐佳���� 立命館大学 � ���� �� �� �� ��������
��� 岡原真琴���� 柳井学園高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 岡田梨良���� 高崎商大附属高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 福永瑛美���� 専修大学 � ���� �� �� �� ��������
�� 祇園彩寧���� 西大寺高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 中田陽七理���� 和歌山東高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 種田悠希���� 三島高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 高橋ひかり���� 三島高等学校 � ���� �� �� � ��������
�� 斎藤凜々���� 宇都宮中央女子高等学校 � ���� �� �� � ��������
�� 横田彩未���� 沼津�� � ���� �� �� �� ��������
�� 石橋幸貴���� 市立仙台高等学校 � ���� �� �� � ��������
�� 佐藤亜美���� 黒石高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 笠沙彩���� 日本大学 � ���� �� �� �� ��������
�� 柴田楓子���� 金沢西高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 長崎昇子���� 合川�� � ���� �� �� �� ��������
�� 下村日奈子���� 玄界高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 伊達朱美���� 津東高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 高橋千里香���� 玄界高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 髙橋彩夏���� 札幌光星高等学校 � ���� �� �� �� ��������



���� ���� ���� ������� � ��� �� �� ��� �����
�� 中島友香���� 神戸大附属中等教育学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 菊池菜乃佳���� 仙台第二高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 鈴木真理佳���� 湘南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 徳山里奈���� 埼玉栄高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 田中二千華���� 青山学院大学 � ���� �� �� �� ��������
�� 藤巻沙紀羅���� 甲陵高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 岩竹聖奈���� 柳井学園高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 山田夢羽未���� 沼津西高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 板山梨音���� 別府翔青高等学校 � ���� �� �� �� ����������
�� 大槻あやか���� 米沢東高等学校 � ���� �� �� �� ����������
�� 松岡愛莉���� 三本松高等学校 � ���� �� �� �� ����������
��� 今野愛���� 山形大学 � ���� �� �� �� ����������
��� 安部聖美���� 聖霊女子短大付高等学校 � ���� �� �� �� ����������
�� 塚越愛菜���� 高崎商大附属高等学校 � ���� �� �� �� ����������
�� 酒井さゆり���� 聖霊女子短大付高等学校 � ���� �� �� �� ����������
�� 石黒結���� 東京学館新潟高等学校 � ���� �� �� ��� ����������
�� 益谷はる子���� 沼津東高等学校 � ���� �� �� ��� ����������
��� 中島香保���� 兵庫県 � ���� � �� ��� ����������
��� 中馬蘭奈���� 玄界高等学校 � ���� � �� ��� ����������
�� 小澤亜美���� 学習院大学 � ���� � �� ��� ����������
�� 竹内遥香���� 武生商業高等学校 � ���� � �� ��� ����������
�� 田村梨渚���� 同志社女子中・高 � ���� � �� ��� ����������
�� 服部真依���� 検見川高等学校 � ���� � �� ��� ����������
�� 大山美紀���� 水戸第三高等学校 � ���� �� �� ��� ����������
�� 半田知聖���� 甲陵高等学校 � ���� �� �� ��� ����������
��� 佐藤あゆり���� 一関第二高等学校 � ���� �� �� ��� ����������
��� 石原夢���� 水橋高等学校 � ���� �� �� ��� ����������
�� 清水愛���� 高崎商大附属高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 杉澤杏実���� 札幌大谷高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 谷口瑠南���� 開新高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 桑野紫音���� 津東高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 山本美彩希���� 諫早商業高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 川里蘭���� 川俣高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 益子明香里���� 水戸女子高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 平野菜那���� 諫早商業高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 寺園にこ���� 大阪国際滝井高等学校 � ���� � �� ��� ����������
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中京大学

柳井学園高等学校

北上翔南高等学校

三本松高等学校

合川��

玄界高等学校

黒石高等学校

中京大学

埼玉栄高等学校

三島高等学校

東葛飾高等学校

日本体育大学

三島高等学校

青山学院大学

稲付中学校

稲付中学校

沼津西高等学校

専修大学

山形東高等学校

佐賀商業高等学校

市立仙台高等学校

神戸大附属中等教育学校

鹿児島南高等学校

法政大学

札幌光星高等学校

黒石高等学校

大垣南高等学校

同志社女子中・高

高崎商大附属高等学校

東京女子体育大学
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埼玉栄高等学校

岐阜各務野高等学校

与野高等学校

日本大学

日本大学

津東高等学校

和歌山東高等学校

鹿児島南高等学校

湘南高等学校

沼津��

慶応中等部

川俣高等学校

西大寺高等学校

柳井学園高等学校

朝日大学

日本体育大学

甲陵高等学校

和歌山東高等学校

埼玉栄高等学校

栃木翔南高等学校

宇都宮中央女子高等学校

仙台第二高等学校

三本松高等学校

鹿児島南高等学校

玄界高等学校

金沢西高等学校

水橋高等学校

仙台第一高等学校

立命館大学

安来高等学校



第２６回ＪＯＣ 第１日
����年�月��日��������

���� ���� ���� ������� �����
� 脇田樹魅���� 日本女子体育大学 ��������
� 稲野邉南���� 法政大学 ��������
� 谷山鈴々花���� 東京女子体育大学 ��������
� 月野敬子���� 帝京高等学校 ��������
� 雨田由香���� 中央大学 ��������
� 黒田ほのか���� 三本松高等学校 ��������
� 井塚千晶���� 日本大学 ��������
� 植村咲香���� 同志社大学 ��������
� 佐野佑衣���� 鹿児島南高等学校 ��������
�� 佐藤めるしい���� 聖霊女子短大付高等学校 ��������
��� 村上万里亜���� 早稲田大学 ��������
��� 山下さくら���� 三本松高等学校 ��������
�� 尾﨑世梨���� 鹿児島南高等学校 ��������
��� 梅北愛斐���� 鹿児島南高等学校 ��������
��� 田﨑愛���� 東京女子体育大学 ��������
��� 山根真矢���� 日本大学 ��������
�� 山田ほのか���� 中京大学 ��������
�� 加藤玲衣���� 東京女子体育大学 ��������
�� 平林七奈子���� 稲付中学校 ��������
�� 間宮菜奈未���� 朝日大学 ��������
�� 竹見佳乃香���� 日本体育大学 ��������
��� 林祐未���� 中京大学 ��������
��� 金子優衣奈���� 稲付中学校 ��������
�� 福田響生���� 三本松高等学校 ��������
�� 山口寿々奈���� 鹿児島南高等学校 ��������
�� 山内今日香���� 鹿児島南高等学校 ��������
�� 吉田真花���� 法政大学 ��������
�� 水口智恵���� 三本松高等学校 ��������
�� 小﨑栞���� 日本大学 ��������
��� 峰岸祐佳���� 立命館大学 ��������
��� 金子彩香���� 岐阜各務野高等学校 ��������
�� 高橋千里香���� 玄界高等学校 ��������
�� 小山ゆい���� 安来高等学校 ����������
�� 内藤光玲���� 埼玉栄高等学校 ����������
�� 白取花音���� 黒石高等学校 ����������
�� 河野真央���� 慶応中等部 ����������
�� 中島毬那���� 栃木翔南高等学校 ����������
�� 尾里雪葉���� 日本体育大学 ����������
�� 菅野桃子���� 川俣高等学校 ����������
�� 新野まどか���� 山形東高等学校 ����������
�� 加藤怜���� 北上翔南高等学校 ����������
�� 岡田梨良���� 高崎商大附属高等学校 ����������
�� 中田陽七理���� 和歌山東高等学校 ����������
�� 高橋ひかり���� 三島高等学校 ����������
�� 石橋幸貴���� 市立仙台高等学校 ����������
�� 佐藤亜美���� 黒石高等学校 ����������
�� 柴田楓子���� 金沢西高等学校 ����������
�� 伊達朱美���� 津東高等学校 ����������
�� 濵野純奈���� 和歌山東高等学校 ����������
�� 馬場菜緒���� 鹿児島南高等学校 ����������
�� 松崎有由莉���� 水橋高等学校 ����������
�� 早野有里加���� 大垣南高等学校 ����������
�� 原田渉未���� 佐賀商業高等学校 ����������
�� 岡村寧々���� 東葛飾高等学校 ����������
�� 鹿野莉華子���� 埼玉栄高等学校 ����������
�� 小山美優���� 同志社女子中・高 ����������
�� 浅井悠香���� 与野高等学校 ����������
�� 永浦麻衣���� 仙台第一高等学校 ����������
�� 岡原真琴���� 柳井学園高等学校 ����������
�� 福永瑛美���� 専修大学 ����������
�� 祇園彩寧���� 西大寺高等学校 ����������
�� 種田悠希���� 三島高等学校 ����������
�� 斎藤凜々���� 宇都宮中央女子高等学校 ����������
�� 横田彩未���� 沼津�� ����������
�� 笠沙彩���� 日本大学 ����������
�� 長崎昇子���� 合川�� ����������
�� 下村日奈子���� 玄界高等学校 ����������
�� 髙橋彩夏���� 札幌光星高等学校 ����������
�� 中島友香���� 神戸大附属中等教育学校 ����������



���� ���� ���� ������� �����
��� 菊池菜乃佳���� 仙台第二高等学校 ����������
��� 鈴木真理佳���� 湘南高等学校 ����������
�� 徳山里奈���� 埼玉栄高等学校 ����������
�� 田中二千華���� 青山学院大学 ����������
�� 藤巻沙紀羅���� 甲陵高等学校 ����������
�� 岩竹聖奈���� 柳井学園高等学校 ����������
�� 山田夢羽未���� 沼津西高等学校 ����������
�� 板山梨音���� 別府翔青高等学校 ����������
�� 大槻あやか���� 米沢東高等学校 ����������
�� 松岡愛莉���� 三本松高等学校 ����������
��� 今野愛���� 山形大学 ����������
��� 安部聖美���� 聖霊女子短大付高等学校 ����������
�� 塚越愛菜���� 高崎商大附属高等学校 ����������
�� 酒井さゆり���� 聖霊女子短大付高等学校 ����������
�� 石黒結���� 東京学館新潟高等学校 ����������
�� 益谷はる子���� 沼津東高等学校 ����������
��� 中島香保���� 兵庫県 ����������
��� 中馬蘭奈���� 玄界高等学校 ����������
�� 小澤亜美���� 学習院大学 ����������
�� 竹内遥香���� 武生商業高等学校 ����������
�� 田村梨渚���� 同志社女子中・高 ����������
�� 服部真依���� 検見川高等学校 ����������
�� 大山美紀���� 水戸第三高等学校 ����������
�� 半田知聖���� 甲陵高等学校 ����������
��� 佐藤あゆり���� 一関第二高等学校 ����������
��� 石原夢���� 水橋高等学校 ����������
�� 清水愛���� 高崎商大附属高等学校 ����������
��� 杉澤杏実���� 札幌大谷高等学校 ����������
��� 谷口瑠南���� 開新高等学校 ����������
��� 桑野紫音���� 津東高等学校 ����������
��� 山本美彩希���� 諫早商業高等学校 ����������
��� 川里蘭���� 川俣高等学校 ����������
���� 益子明香里���� 水戸女子高等学校 ����������
���� 平野菜那���� 諫早商業高等学校 ����������
��� 寺園にこ���� 大阪国際滝井高等学校 ����������
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法政大学

玄界高等学校

中京大学

鹿児島南高等学校

鹿児島南高等学校

三本松高等学校

鹿児島南高等学校

日本大学

三本松高等学校

三本松高等学校

日本体育大学

三本松高等学校

鹿児島南高等学校

朝日大学

日本大学

帝京高等学校

東京女子体育大学

立命館大学

稲付中学校

日本大学

早稲田大学

中京大学

法政大学

中央大学

同志社大学

鹿児島南高等学校

稲付中学校

聖霊女子短大付高等学校

東京女子体育大学

東京女子体育大学

岐阜各務野高等学校

日本女子体育大学

�

�������������������

日本大学
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玄界高等学校

日本大学

三本松高等学校

帝京高等学校

東京女子体育大学

中央大学

同志社大学

日本女子体育大学

�

�������������������

日本大学

日本女子体育大学
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����� ���� ����� �������
� 月野敬子���� 帝京高等学校
� 谷山鈴々花���� 東京女子体育大学
� 脇田樹魅���� 日本女子体育大学
� 井塚千晶���� 日本大学
� 雨田由香���� 中央大学
� 黒田ほのか���� 三本松高等学校
� 植村咲香���� 同志社大学
� 高橋千里香���� 玄界高等学校
� 佐藤めるしい���� 聖霊女子短大付高等学校
��� 村上万里亜���� 早稲田大学
��� 山下 さくら���� 三本松高等学校
�� 尾﨑世梨���� 鹿児島南高等学校
�� 山田ほのか���� 中京大学
�� 加藤玲衣���� 東京女子体育大学
�� 平林七奈子���� 稲付中学校
�� 福田響生���� 三本松高等学校
�� 稲野邉南���� 法政大学
�� 佐野佑衣���� 鹿児島南高等学校
��� 山根真矢���� 日本大学
��� 田﨑愛���� 東京女子体育大学
��� 梅北愛斐���� 鹿児島南高等学校
�� 間宮菜奈未���� 朝日大学
�� 竹見佳乃香���� 日本体育大学
��� 金子優衣奈���� 稲付中学校
��� 林祐未���� 中京大学
�� 山口寿々奈���� 鹿児島南高等学校
�� 山内今日香���� 鹿児島南高等学校
�� 吉田真花���� 法政大学
�� 水口智恵���� 三本松高等学校
�� 小﨑栞���� 日本大学
��� 金子彩香���� 岐阜各務野高等学校
��� 峰岸祐佳���� 立命館大学
�� 小山ゆい���� 安来高等学校
�� 内藤光玲���� 埼玉栄高等学校
�� 白取花音���� 黒石高等学校
�� 河野真央���� 慶応中等部
�� 中島毬那���� 栃木翔南高等学校
�� 尾里雪葉���� 日本体育大学
�� 菅野桃子���� 川俣高等学校
�� 新野まどか���� 山形東高等学校
�� 加藤怜���� 北上翔南高等学校
�� 岡田梨良���� 高崎商大附属高等学校
�� 中田陽七理���� 和歌山東高等学校
�� 高橋ひかり���� 三島高等学校
�� 石橋幸貴���� 市立仙台高等学校
�� 佐藤亜美���� 黒石高等学校
�� 柴田楓子���� 金沢西高等学校
�� 伊達朱美���� 津東高等学校
�� 濵野純奈���� 和歌山東高等学校
�� 馬場菜緒���� 鹿児島南高等学校
�� 松崎有由莉���� 水橋高等学校
�� 早野有里加���� 大垣南高等学校
�� 原田渉未���� 佐賀商業高等学校
�� 岡村寧々���� 東葛飾高等学校
�� 鹿野莉華子���� 埼玉栄高等学校
�� 小山美優���� 同志社女子中・高
�� 浅井悠香���� 与野高等学校
�� 永浦麻衣���� 仙台第一高等学校
�� 岡原真琴���� 柳井学園高等学校
�� 福永瑛美���� 専修大学
�� 祇園彩寧���� 西大寺高等学校
�� 種田悠希���� 三島高等学校
�� 斎藤凜々���� 宇都宮中央女子高等学校
�� 横田彩未���� 沼津��
�� 笠沙彩���� 日本大学
�� 長崎昇子���� 合川��
�� 下村日奈子���� 玄界高等学校
�� 髙橋彩夏���� 札幌光星高等学校



����� ���� ����� �������
�� 中島友香���� 神戸大附属中等教育学校
��� 菊池菜乃佳���� 仙台第二高等学校
��� 鈴木真理佳���� 湘南高等学校
�� 徳山里奈���� 埼玉栄高等学校
�� 田中二千華���� 青山学院大学
�� 藤巻沙紀羅���� 甲陵高等学校
�� 岩竹聖奈���� 柳井学園高等学校
�� 山田夢羽未���� 沼津西高等学校
�� 板山梨音���� 別府翔青高等学校
�� 大槻あやか���� 米沢東高等学校
�� 松岡愛莉���� 三本松高等学校
��� 今野愛���� 山形大学
��� 安部聖美���� 聖霊女子短大付高等学校
�� 塚越愛菜���� 高崎商大附属高等学校
�� 酒井 さゆり���� 聖霊女子短大付高等学校
�� 石黒結���� 東京学館新潟高等学校
�� 益谷はる子���� 沼津東高等学校
��� 中島香保���� 兵庫県
��� 中馬蘭奈���� 玄界高等学校
�� 小澤亜美���� 学習院大学
�� 竹内遥香���� 武生商業高等学校
�� 田村梨渚���� 同志社女子中・高
�� 服部真依���� 検見川高等学校
�� 大山美紀���� 水戸第三高等学校
�� 半田知聖���� 甲陵高等学校
��� 佐藤あゆり���� 一関第二高等学校
��� 石原夢���� 水橋高等学校
�� 清水愛���� 高崎商大附属高等学校
��� 杉澤杏実���� 札幌大谷高等学校
��� 谷口瑠南���� 開新高等学校
��� 桑野紫音���� 津東高等学校
��� 山本美彩希���� 諫早商業高等学校
��� 川里蘭���� 川俣高等学校
���� 益子明香里���� 水戸女子高等学校
���� 平野菜那���� 諫早商業高等学校
��� 寺園にこ���� 大阪国際滝井高等学校
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