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� ���� ����� ������� ����
� 稲田椋���� 和東ジュニアクラブ ��
� 益子明香里���� 水戸女子高等学校 ��
� 横田彩未���� 沼津�� ��
� 岡田亜沙美���� 柳井エスクリム ���
� 岡田花鈴���� 別府翔青高等学校 ��
� 岡田芽生���� 大垣南高等学校 ��
� 岡田渓���� ����� ���
� 乙部眞子���� 岐阜各務野高等学校 ���
� 河野真央���� 慶応中等部 ��
�� 海老原菜貴���� 埼玉栄高等学校 ��
�� 貝島有香���� 慶應湘南藤沢高等部 ��
�� 貫井由羅���� ��� ��
�� 岸本鈴���� 龍谷大平安中学校 ��
�� 岩本鈴菜���� 和北ジュニアクラブ �
�� 吉松公果���� 鹿児島ＪＲ��� ��
�� 久保田光紗���� 札幌光星高等学校 ���
�� 久保田未来乃���� 杉並ジュニアＦＴ ��
�� 宮下水稀���� 伊那北高等学校 ��
�� 魚永幸希���� 佐賀商業高等学校 ���
�� 橋本結���� 大分豊府高等学校 ��
�� 玉本愛佳���� ����� ��
�� 桐木平陽菜���� 鹿児島ＪＲ��� ��
�� 原 ななみ���� 伊那北高等学校 ��
�� 原田奈乃羽���� アプルス ���
�� 原田莉紗子���� 日女大附属高等学校 ��
�� 原澤愛里���� 沼田女子高等学校 ��
�� 戸田圭奈美���� エンジョイ つくみ �� ��
�� 後藤千里���� 香川ジュニア�� ���
�� 高橋由奈���� 横浜商科大学高等学校 ��
�� 高山輪子���� 上宮高等学校 ��
�� 高木愛理���� 香川ジュニア�� ���
�� 今野杏咲���� 仙台青陵中等教育学校 ���
�� 佐藤千夏���� 大分豊府中学校 ��
�� 細野伊桜���� ��� ��
�� 細野麗���� ��� �
�� 坂口陽奈���� 横浜商科大学高等学校 ��
�� 坂本楓佳���� 北上翔南高等学校 ���
�� 笹木咲里���� 武生商業高等学校 ���
�� 三ヶ尻茉由���� 大分豊府高等学校 ���
�� 山田ひなた���� 中京大学ＪＲ． ��
�� 山田伊織���� 佐賀商業高等学校 ���
�� 山田珠未���� 東京学館新潟高等学校 ���
�� 山田美羽���� 佐賀商業高等学校 ���
�� 山田茉奈���� 田名部高等学校 ���
�� 山本優樺���� �������� ���
�� 篠﨑美礼���� 柏陵高等学校 ��
�� 酒井晴未���� 水橋高等学校 ���
�� 重藤美紀���� ���� �� ��
�� 小原文���� 高松北高等学校 ��
�� 小鹿百音���� 上宮学園中学校 ���
�� 小林 くるみ���� 宇都宮中央女子高等学校 ���
�� 小林可歩���� 新潟高等学校 ���
�� 小林叶佳���� 高崎商大附属高等学校 ��
�� 庄司彩葉���� フェンサーズファクトリー ��
�� 松岡里紗���� 岩国工業高等学校 ���
�� 松川琴音���� 龍谷大平安中学校 ��
�� 松本璃音���� 滋賀ジュニア�� ��
�� 沼田美咲���� 青山クラブ ��
�� 森陽奈子���� 大分豊府高等学校 ��
�� 森多舞���� 岩国工業高等学校 �
�� 神山天音���� 札幌光星高等学校 ���
�� 神山侑奈���� 京都きっず ��
�� 秦美月���� 三島高等学校 ���
�� 杉本百���� 京都きっず ��
�� 菅原優夏���� 一関第二高等学校 ��
�� 菅野鈴���� 川俣高等学校 ��
�� 成田実礼���� 聖霊女子短大付高等学校 ��
�� 清原理心���� 本吉�� ���
�� 生澤瑞希���� 栃木商業高等学校 ���



� ���� ����� ������� ����
�� 西岡瞳���� 小林聖心女子学院中 ��
�� 千葉穂波���� 一関�スポーツ少年団 ��
�� 川口瑠美���� 甲斐清和高等学校 ���
�� 川村菜月���� 利府高等学校 ���
�� 浅野帆乃桂���� 西大寺高等学校 ���
�� 曽根寿々佳���� レ・フレール愛媛 ��
�� 村崎心春���� 速星中学校 ���
�� 太田陽詩���� 龍谷大平安中学校 ��
�� 大﨑温���� 埼玉栄高等学校 �
�� 谷口真麻���� 宮崎県ジュニア�� ���
�� 竹山柚葉���� 大阪読売千里� �
�� 竹澤志緒里���� 乙訓高等学校 �
�� 中山真希���� 熊本ジュニアクラブ ���
�� 中出陽愛���� はしまモア ��
�� 中島しおり���� 翔陽高等学校 ���
�� 長崎昇子���� 合川�� ��
�� 長瀬凛乃���� はしまモア ��
�� 長谷川乃愛���� 中京大学ＪＲ． ��
�� 津田愛実���� 乙訓高等学校 �
�� 鶴岡夏子���� 検見川高等学校 ���
�� 田中すみれ���� 箕輪中学校 ���
�� 田中みのり���� 河南町�� ���
�� 渡邊紗都���� 武生商業高等学校 ���
�� 登内桃香���� 伊那北高等学校 ��
�� 嶋田愛音���� 聖霊女子短大付高等学校 ��
�� 東佑夏���� 乙訓高等学校 ��
�� 那須杏里���� 鳥羽�� ��
�� 内村加杏���� 和北ジュニアクラブ ��
�� 南愛���� 鳥羽�� ��
�� 二本柳和奏���� 田名部高等学校 ���
��� 畑音羽���� 盈進高等学校 ���
��� 八巻陽咲���� 米沢市�スポーツ少年団 ���
��� 飯村彩乃���� 龍谷大平安中学校 �
��� 尾﨑世梨���� 鹿児島南高等学校 ���
��� 平野菜那���� 諫早商業高等学校 ���
��� 木村遥香���� 三島高等学校 ���
��� 林実優���� 大垣南高等学校 ���
��� 鈴木花野���� 沼田女子高等学校 ��
��� 脇村実来���� 和歌山北高等学校 ���
��� 濱根風月���� 諫早クラブ ���
��� 濱松里紗���� 埼玉クラブ ��
��� 齋藤有里���� 川俣町�スポーツ少年団 ���
��� 齊藤綺寧���� 埼玉栄高等学校 ���
��� 髙橋沙也花���� 東亜学園高等学校 �
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���� ���� ���� ������� ���� �����
� 竹澤志緒里���� 乙訓高等学校 � ����������������������
� 森多舞���� 岩国工業高等学校 � ����������������������
� 津田愛実���� 乙訓高等学校 � ����������������������
� 飯村彩乃���� 龍谷大平安中学校 � ����������������������
� 岩本鈴菜���� 和北ジュニアクラブ � ����������������������
� 髙橋沙也花���� 東亜学園高等学校 � ����������������������
� 竹山柚葉���� 大阪読売千里� � ����������������������
� 細野麗���� ��� � ����������������������
� 大﨑温���� 埼玉栄高等学校 �
�� 岡田芽生���� 大垣南高等学校 ��
�� 成田実礼���� 聖霊女子短大付高等学校 ��
�� 岡田花鈴���� 別府翔青高等学校 ��
�� 東佑夏���� 乙訓高等学校 ��
�� 原田莉紗子���� 日女大附属高等学校 ��
�� 重藤美紀���� ���� �� ��
�� 中出陽愛���� はしまモア ��
�� 橋本結���� 大分豊府高等学校 ��
�� 山田ひなた���� 中京大学ＪＲ． ��
�� 千葉穂波���� 一関�スポーツ少年団 ��
�� 杉本百���� 京都きっず ��
�� 長崎昇子���� 合川�� ��
�� 森陽奈子���� 大分豊府高等学校 ��
�� 長瀬凛乃���� はしまモア ��
�� 長谷川乃愛���� 中京大学ＪＲ． ��
�� 嶋田愛音���� 聖霊女子短大付高等学校 ��
�� 神山侑奈���� 京都きっず ��
�� 玉本愛佳���� ����� ��
�� 濱松里紗���� 埼玉クラブ ��
�� 貫井由羅���� ��� ��
�� 坂口陽奈���� 横浜商科大学高等学校 ��
�� 久保田未来乃���� 杉並ジュニアＦＴ ��
�� 宮下水稀���� 伊那北高等学校 ��
�� 稲田椋���� 和東ジュニアクラブ ��
�� 高橋由奈���� 横浜商科大学高等学校 ��
�� 海老原菜貴���� 埼玉栄高等学校 ��
�� 西岡瞳���� 小林聖心女子学院中 ��
�� 岸本鈴���� 龍谷大平安中学校 ��
�� 戸田圭奈美���� エンジョイ つくみ �� ��
�� 横田彩未���� 沼津�� ��
�� 庄司彩葉���� フェンサーズファクトリー ��
�� 河野真央���� 慶応中等部 ��
�� 曽根寿々佳���� レ・フレール愛媛 ��
�� 松川琴音���� 龍谷大平安中学校 ��
�� 細野伊桜���� ��� ��
�� 沼田美咲���� 青山クラブ ��
�� 小林叶佳���� 高崎商大附属高等学校 ��
�� 吉松公果���� 鹿児島ＪＲ��� ��
�� 太田陽詩���� 龍谷大平安中学校 ��
�� 桐木平陽菜���� 鹿児島ＪＲ��� ��
�� 小原文���� 高松北高等学校 ��
�� 高山輪子���� 上宮高等学校 ��
�� 佐藤千夏���� 大分豊府中学校 ��
�� 南愛���� 鳥羽�� ��
�� 鈴木花野���� 沼田女子高等学校 ��
�� 内村加杏���� 和北ジュニアクラブ ��
�� 益子明香里���� 水戸女子高等学校 ��
�� 松本璃音���� 滋賀ジュニア�� ��
�� 菅原優夏���� 一関第二高等学校 ��
�� 貝島有香���� 慶應湘南藤沢高等部 ��
�� 篠﨑美礼���� 柏陵高等学校 ��
�� 菅野鈴���� 川俣高等学校 ��
�� 原澤愛里���� 沼田女子高等学校 ��
�� 登内桃香���� 伊那北高等学校 ��
�� 那須杏里���� 鳥羽�� ��
�� 原 ななみ���� 伊那北高等学校 ��
�� 清原理心���� 本吉�� ���
�� 林実優���� 大垣南高等学校 ���
�� 岡田渓���� ����� ���



���� ���� ���� ������� ���� �����
�� 谷口真麻���� 宮崎県ジュニア�� ���
�� 三ヶ尻茉由���� 大分豊府高等学校 ���
�� 中島しおり���� 翔陽高等学校 ���
�� 生澤瑞希���� 栃木商業高等学校 ���
�� 魚永幸希���� 佐賀商業高等学校 ���
�� 山田茉奈���� 田名部高等学校 ���
�� 平野菜那���� 諫早商業高等学校 ���
�� 齊藤綺寧���� 埼玉栄高等学校 ���
�� 酒井晴未���� 水橋高等学校 ���
�� 山本優樺���� �������� ���
�� 脇村実来���� 和歌山北高等学校 ���
�� 山田珠未���� 東京学館新潟高等学校 ���
�� 小林可歩���� 新潟高等学校 ���
�� 田中みのり���� 河南町�� ���
�� 渡邊紗都���� 武生商業高等学校 ���
�� 岡田亜沙美���� 柳井エスクリム ���
�� 齋藤有里���� 川俣町�スポーツ少年団 ���
�� 久保田光紗���� 札幌光星高等学校 ���
�� 畑音羽���� 盈進高等学校 ���
�� 川口瑠美���� 甲斐清和高等学校 ���
�� 秦美月���� 三島高等学校 ���
�� 八巻陽咲���� 米沢市�スポーツ少年団 ���
�� 小林 くるみ���� 宇都宮中央女子高等学校 ���
�� 村崎心春���� 速星中学校 ���
�� 今野杏咲���� 仙台青陵中等教育学校 ���
�� 坂本楓佳���� 北上翔南高等学校 ���
�� 山田美羽���� 佐賀商業高等学校 ���
�� 高木愛理���� 香川ジュニア�� ���
�� 小鹿百音���� 上宮学園中学校 ���
�� 田中すみれ���� 箕輪中学校 ���
��� 中山真希���� 熊本ジュニアクラブ ���
��� 二本柳和奏���� 田名部高等学校 ���
��� 松岡里紗���� 岩国工業高等学校 ���
��� 乙部眞子���� 岐阜各務野高等学校 ���
��� 鶴岡夏子���� 検見川高等学校 ���
��� 笹木咲里���� 武生商業高等学校 ���
��� 濱根風月���� 諫早クラブ ���
��� 原田奈乃羽���� アプルス ���
��� 川村菜月���� 利府高等学校 ���
��� 木村遥香���� 三島高等学校 ���
��� 尾﨑世梨���� 鹿児島南高等学校 ���
��� 浅野帆乃桂���� 西大寺高等学校 ���
��� 後藤千里���� 香川ジュニア�� ���
��� 神山天音���� 札幌光星高等学校 ���
��� 山田伊織���� 佐賀商業高等学校 ���
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小原文���� 高松北高等学校

大﨑温���� 埼玉栄高等学校

小林 くるみ���� 宇都宮中央女子高等学校

村崎心春���� 速星中学校

山田伊織���� 佐賀商業高等学校
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佐藤千夏���� 大分豊府中学校

岡田芽生���� 大垣南高等学校

桐木平陽菜���� 鹿児島ＪＲ���

八巻陽咲���� 米沢市�スポーツ少年団

今野杏咲���� 仙台青陵中等教育学校
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太田陽詩���� 龍谷大平安中学校

坂本楓佳���� 北上翔南高等学校

成田実礼���� 聖霊女子短大付高等学校

秦美月���� 三島高等学校

高山輪子���� 上宮高等学校
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吉松公果���� 鹿児島ＪＲ���

岡田花鈴���� 別府翔青高等学校

山田美羽���� 佐賀商業高等学校

南愛���� 鳥羽��

川口瑠美���� 甲斐清和高等学校
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小林叶佳���� 高崎商大附属高等学校

鈴木花野���� 沼田女子高等学校

東佑夏���� 乙訓高等学校

高木愛理���� 香川ジュニア��

畑音羽���� 盈進高等学校
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内村加杏���� 和北ジュニアクラブ

沼田美咲���� 青山クラブ

小鹿百音���� 上宮学園中学校

原田莉紗子���� 日女大附属高等学校

久保田光紗���� 札幌光星高等学校
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齋藤有里���� 川俣町�スポーツ少年団

田中すみれ���� 箕輪中学校

重藤美紀���� ���� ��

細野伊桜���� ���

益子明香里���� 水戸女子高等学校
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岡田亜沙美���� 柳井エスクリム

松本璃音���� 滋賀ジュニア��

松川琴音���� 龍谷大平安中学校

中出陽愛���� はしまモア

中山真希���� 熊本ジュニアクラブ
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曽根寿々佳���� レ・フレール愛媛

二本柳和奏���� 田名部高等学校

橋本結���� 大分豊府高等学校

渡邊紗都���� 武生商業高等学校

菅原優夏���� 一関第二高等学校
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山田ひなた���� 中京大学ＪＲ．

河野真央���� 慶応中等部

松岡里紗���� 岩国工業高等学校

貝島有香���� 慶應湘南藤沢高等部

田中みのり���� 河南町��

�������
�����������

千葉穂波���� 一関�スポーツ少年団

乙部眞子���� 岐阜各務野高等学校

篠﨑美礼���� 柏陵高等学校

庄司彩葉���� フェンサーズファクトリー

小林可歩���� 新潟高等学校
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鶴岡夏子���� 検見川高等学校

杉本百���� 京都きっず

山田珠未���� 東京学館新潟高等学校

菅野鈴���� 川俣高等学校

横田彩未���� 沼津��
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長崎昇子���� 合川��

戸田圭奈美���� エンジョイ つくみ ��

脇村実来���� 和歌山北高等学校

笹木咲里���� 武生商業高等学校

原澤愛里���� 沼田女子高等学校

�������
�����������

岸本鈴���� 龍谷大平安中学校

濱根風月���� 諫早クラブ

登内桃香���� 伊那北高等学校

山本優樺���� ��������

森陽奈子���� 大分豊府高等学校

��������
�����������

長瀬凛乃���� はしまモア

齊藤綺寧���� 埼玉栄高等学校

那須杏里���� 鳥羽��

西岡瞳���� 小林聖心女子学院中

原田奈乃羽���� アプルス

��������
�����������

海老原菜貴���� 埼玉栄高等学校

酒井晴未���� 水橋高等学校

原ななみ���� 伊那北高等学校

川村菜月���� 利府高等学校

長谷川乃愛���� 中京大学ＪＲ．



�������
�����������

嶋田愛音���� 聖霊女子短大付高等学校

平野菜那���� 諫早商業高等学校

高橋由奈���� 横浜商科大学高等学校

木村遥香���� 三島高等学校

清原理心���� 本吉��

��������
�����������

尾﨑世梨���� 鹿児島南高等学校

林実優���� 大垣南高等学校

神山侑奈���� 京都きっず

稲田椋���� 和東ジュニアクラブ

山田茉奈���� 田名部高等学校

��������
�����������

浅野帆乃桂���� 西大寺高等学校

宮下水稀���� 伊那北高等学校

谷口真麻���� 宮崎県ジュニア��

玉本愛佳���� �����

魚永幸希���� 佐賀商業高等学校

�������
�����������

岡田渓���� �����

久保田未来乃���� 杉並ジュニアＦＴ

後藤千里���� 香川ジュニア��

濱松里紗���� 埼玉クラブ

生澤瑞希���� 栃木商業高等学校



�������
�����������

三ヶ尻茉由���� 大分豊府高等学校

坂口陽奈���� 横浜商科大学高等学校

貫井由羅���� ���

中島しおり���� 翔陽高等学校

神山天音���� 札幌光星高等学校



�����
第２６回ＪＯＣ第４日
����年�月��日��������
�����������

���� ���� ���� ������� � ��� �� �� ��� �����
� 竹澤志緒里���� 乙訓高等学校 ����������������������
� 森多舞���� 岩国工業高等学校 ����������������������
� 津田愛実���� 乙訓高等学校 ����������������������
� 飯村彩乃���� 龍谷大平安中学校 ����������������������
� 岩本鈴菜���� 和北ジュニアクラブ ����������������������
� 髙橋沙也花���� 東亜学園高等学校 ����������������������
� 竹山柚葉���� 大阪読売千里� ����������������������
� 細野麗���� ��� ����������������������
� 岡田芽生���� 大垣南高等学校 � ���� �� � ��� ����������������������
�� 千葉穂波���� 一関�スポーツ少年団 � ���� �� � ��� ����������������������
�� 長瀬凛乃���� はしまモア � ���� �� � ��� ����������������������
�� 長崎昇子���� 合川�� � ���� �� � ��� ����������������������
��� 岡田花鈴���� 別府翔青高等学校 � ���� �� � ��� ����������������������
��� 杉本百���� 京都きっず � ���� �� � ��� ����������������������
��� 重藤美紀���� ���� �� � ���� �� � ��� ����������������������
�� 貫井由羅���� ��� � ���� �� � ��� ����������������������
��� 太田陽詩���� 龍谷大平安中学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 大﨑温���� 埼玉栄高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 後藤千里���� 香川ジュニア�� � ���� �� � ��� ��������
��� 東佑夏���� 乙訓高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 中出陽愛���� はしまモア � ���� �� � ��� ��������
�� 原田莉紗子���� 日女大附属高等学校 � ���� �� � ��� ��������
�� 嶋田愛音���� 聖霊女子短大付高等学校 � ���� �� � ��� ��������
�� 森陽奈子���� 大分豊府高等学校 � ���� �� � ��� ��������
�� 神山侑奈���� 京都きっず � ���� �� � �� ��������
�� 海老原菜貴���� 埼玉栄高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 玉本愛佳���� ����� � ���� �� � ��� ��������
�� 長谷川乃愛���� 中京大学ＪＲ． � ���� �� � ��� ��������
�� 小原文���� 高松北高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 山田ひなた���� 中京大学ＪＲ． � ���� �� �� �� ��������
��� 小林叶佳���� 高崎商大附属高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 坂口陽奈���� 横浜商科大学高等学校 � ���� �� � �� ��������
��� 沼田美咲���� 青山クラブ � ���� �� � �� ��������
��� 橋本結���� 大分豊府高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 菅原優夏���� 一関第二高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 宮下水稀���� 伊那北高等学校 � ���� �� � �� ��������
�� 桐木平陽菜���� 鹿児島ＪＲ��� � ���� �� � �� ��������
�� 西岡瞳���� 小林聖心女子学院中 � ���� �� � �� ��������
�� 成田実礼���� 聖霊女子短大付高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 久保田未来乃���� 杉並ジュニアＦＴ � ���� �� �� �� ��������
��� 横田彩未���� 沼津�� � ���� �� � �� ��������
��� 田中すみれ���� 箕輪中学校 � ���� �� � �� ��������
�� 濱根風月���� 諫早クラブ � ���� �� �� �� ��������
�� 河野真央���� 慶応中等部 � ���� �� �� �� ��������
�� 篠﨑美礼���� 柏陵高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 松川琴音���� 龍谷大平安中学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 吉松公果���� 鹿児島ＪＲ��� � ���� �� �� �� ��������
�� 細野伊桜���� ��� � ���� �� �� �� ��������
�� 尾﨑世梨���� 鹿児島南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 稲田椋���� 和東ジュニアクラブ � ���� �� �� �� ��������
�� 岸本鈴���� 龍谷大平安中学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 川村菜月���� 利府高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 那須杏里���� 鳥羽�� � ���� �� �� �� ��������
�� 小鹿百音���� 上宮学園中学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 貝島有香���� 慶應湘南藤沢高等部 � ���� �� �� �� ��������
�� 田中みのり���� 河南町�� � ���� �� �� �� ��������
��� 高橋由奈���� 横浜商科大学高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 坂本楓佳���� 北上翔南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 三ヶ尻茉由���� 大分豊府高等学校 � ���� �� �� � ��������
�� 中山真希���� 熊本ジュニアクラブ � ���� �� �� � ��������
�� 南愛���� 鳥羽�� � ���� �� �� � ��������
��� 二本柳和奏���� 田名部高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 魚永幸希���� 佐賀商業高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 鈴木花野���� 沼田女子高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 清原理心���� 本吉�� � ���� �� �� �� ��������
��� 山田伊織���� 佐賀商業高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 乙部眞子���� 岐阜各務野高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 笹木咲里���� 武生商業高等学校 � ���� �� �� �� ��������



���� ���� ���� ������� � ��� �� �� ��� �����
�� 戸田圭奈美���� エンジョイ つくみ �� � ���� �� �� �� ��������
�� 鶴岡夏子���� 検見川高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 谷口真麻���� 宮崎県ジュニア�� � ���� �� �� �� ��������
�� 濱松里紗���� 埼玉クラブ � ���� �� �� �� ��������
�� 今野杏咲���� 仙台青陵中等教育学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 山田茉奈���� 田名部高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 木村遥香���� 三島高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 松本璃音���� 滋賀ジュニア�� � ���� �� �� �� ��������
�� 高山輪子���� 上宮高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 原澤愛里���� 沼田女子高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 生澤瑞希���� 栃木商業高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 小林 くるみ���� 宇都宮中央女子高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 山田珠未���� 東京学館新潟高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 原 ななみ���� 伊那北高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 山本優樺���� �������� � ���� �� �� �� ��������
�� 内村加杏���� 和北ジュニアクラブ � ���� � �� �� ����������
�� 渡邊紗都���� 武生商業高等学校 � ���� �� �� �� ����������
�� 佐藤千夏���� 大分豊府中学校 � ���� � �� �� ����������
�� 山田美羽���� 佐賀商業高等学校 � ���� �� �� �� ����������
��� 曽根寿々佳���� レ・フレール愛媛 � ���� � �� �� ����������
��� 脇村実来���� 和歌山北高等学校 � ���� � �� �� ����������
�� 庄司彩葉���� フェンサーズファクトリー � ���� � �� �� ����������
�� 畑音羽���� 盈進高等学校 � ���� �� �� �� ����������
�� 平野菜那���� 諫早商業高等学校 � ���� � �� ��� ����������
�� 神山天音���� 札幌光星高等学校 � ���� � �� ��� ����������
�� 齋藤有里���� 川俣町�スポーツ少年団 � ���� � �� ��� ����������
�� 原田奈乃羽���� アプルス � ���� � �� ��� ����������
�� 川口瑠美���� 甲斐清和高等学校 � ���� � �� ��� ����������
�� 高木愛理���� 香川ジュニア�� � ���� � �� ��� ����������
�� 岡田渓���� ����� � ���� � �� ��� ����������
��� 小林可歩���� 新潟高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 菅野鈴���� 川俣高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 岡田亜沙美���� 柳井エスクリム � ���� � �� ��� ����������
��� 林実優���� 大垣南高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 中島しおり���� 翔陽高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 益子明香里���� 水戸女子高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 登内桃香���� 伊那北高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 酒井晴未���� 水橋高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 齊藤綺寧���� 埼玉栄高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 松岡里紗���� 岩国工業高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 浅野帆乃桂���� 西大寺高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 秦美月���� 三島高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 八巻陽咲���� 米沢市�スポーツ少年団 � ���� � �� ��� ����������
���� 村崎心春���� 速星中学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 久保田光紗���� 札幌光星高等学校 � ���� � �� ��� ����������
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龍谷大平安中学校

東京学館新潟高等学校

宇都宮中央女子高等学校

鹿児島南高等学校

���

横浜商科大学高等学校

沼田女子高等学校

岐阜各務野高等学校

青山クラブ

京都きっず

埼玉クラブ

横浜商科大学高等学校

杉並ジュニアＦＴ

沼津��

河南町��

仙台青陵中等教育学校

大分豊府高等学校
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乙訓高等学校

滋賀ジュニア��

利府高等学校

慶応中等部

鹿児島ＪＲ���

熊本ジュニアクラブ

エンジョイ つくみ ��

中京大学ＪＲ．

高松北高等学校

武生商業高等学校

鳥羽��

伊那北高等学校

柏陵高等学校

鳥羽��

上宮高等学校

はしまモア
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埼玉栄高等学校

伊那北高等学校

沼田女子高等学校

龍谷大平安中学校

龍谷大平安中学校

一関第二高等学校

田名部高等学校

本吉��

高崎商大附属高等学校

�����

検見川高等学校

大分豊府高等学校

小林聖心女子学院中

諫早クラブ

上宮学園中学校

三島高等学校

日女大附属高等学校
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聖霊女子短大付高等学校

田名部高等学校

慶應湘南藤沢高等部

箕輪中学校

聖霊女子短大付高等学校

北上翔南高等学校

宮崎県ジュニア��

埼玉栄高等学校

中京大学ＪＲ．

佐賀商業高等学校

佐賀商業高等学校

大分豊府高等学校

鹿児島ＪＲ���

和東ジュニアクラブ

栃木商業高等学校

��������

香川ジュニア��



�����
第２６回ＪＯＣ第４日
����年�月��日��������

���� ���� ���� ������� �����
� 竹澤志緒里���� 乙訓高等学校 ��������
� 森多舞���� 岩国工業高等学校 ��������
� 津田愛実���� 乙訓高等学校 ��������
� 飯村彩乃���� 龍谷大平安中学校 ��������
� 岩本鈴菜���� 和北ジュニアクラブ ��������
� 髙橋沙也花���� 東亜学園高等学校 ��������
� 竹山柚葉���� 大阪読売千里� ��������
� 細野麗���� ��� ��������
� 岡田芽生���� 大垣南高等学校 ��������
�� 千葉穂波���� 一関�スポーツ少年団 ��������
�� 長瀬凛乃���� はしまモア ��������
�� 長崎昇子���� 合川�� ��������
��� 重藤美紀���� ���� �� ��������
��� 杉本百���� 京都きっず ��������
��� 岡田花鈴���� 別府翔青高等学校 ��������
�� 貫井由羅���� ��� ��������
�� 大﨑温���� 埼玉栄高等学校 ��������
��� 中出陽愛���� はしまモア ��������
��� 東佑夏���� 乙訓高等学校 ��������
�� 原田莉紗子���� 日女大附属高等学校 ��������
�� 嶋田愛音���� 聖霊女子短大付高等学校 ��������
�� 森陽奈子���� 大分豊府高等学校 ��������
�� 玉本愛佳���� ����� ��������
��� 山田ひなた���� 中京大学ＪＲ． ��������
��� 小林叶佳���� 高崎商大附属高等学校 ��������
�� 坂口陽奈���� 横浜商科大学高等学校 ��������
�� 宮下水稀���� 伊那北高等学校 ��������
�� 桐木平陽菜���� 鹿児島ＪＲ��� ��������
�� 成田実礼���� 聖霊女子短大付高等学校 ��������
�� 尾﨑世梨���� 鹿児島南高等学校 ��������
�� 稲田椋���� 和東ジュニアクラブ ��������
�� 濱松里紗���� 埼玉クラブ ��������
��� 後藤千里���� 香川ジュニア�� ����������
��� 太田陽詩���� 龍谷大平安中学校 ����������
�� 海老原菜貴���� 埼玉栄高等学校 ����������
�� 長谷川乃愛���� 中京大学ＪＲ． ����������
�� 小原文���� 高松北高等学校 ����������
�� 沼田美咲���� 青山クラブ ����������
�� 橋本結���� 大分豊府高等学校 ����������
�� 西岡瞳���� 小林聖心女子学院中 ����������
�� 久保田未来乃���� 杉並ジュニアＦＴ ����������
�� 横田彩未���� 沼津�� ����������
�� 濱根風月���� 諫早クラブ ����������
�� 河野真央���� 慶応中等部 ����������
�� 篠﨑美礼���� 柏陵高等学校 ����������
�� 岸本鈴���� 龍谷大平安中学校 ����������
�� 貝島有香���� 慶應湘南藤沢高等部 ����������
�� 二本柳和奏���� 田名部高等学校 ����������
�� 神山侑奈���� 京都きっず ����������
�� 菅原優夏���� 一関第二高等学校 ����������
�� 田中すみれ���� 箕輪中学校 ����������
�� 松川琴音���� 龍谷大平安中学校 ����������
�� 吉松公果���� 鹿児島ＪＲ��� ����������
�� 細野伊桜���� ��� ����������
��� 那須杏里���� 鳥羽�� ����������
��� 川村菜月���� 利府高等学校 ����������
�� 小鹿百音���� 上宮学園中学校 ����������
�� 田中みのり���� 河南町�� ����������
��� 坂本楓佳���� 北上翔南高等学校 ����������
��� 高橋由奈���� 横浜商科大学高等学校 ����������
�� 三ヶ尻茉由���� 大分豊府高等学校 ����������
�� 中山真希���� 熊本ジュニアクラブ ����������
�� 南愛���� 鳥羽�� ����������
�� 魚永幸希���� 佐賀商業高等学校 ����������
��� 鈴木花野���� 沼田女子高等学校 ����������
��� 清原理心���� 本吉�� ����������
��� 乙部眞子���� 岐阜各務野高等学校 ����������
��� 山田伊織���� 佐賀商業高等学校 ����������
�� 笹木咲里���� 武生商業高等学校 ����������



���� ���� ���� ������� �����
�� 戸田圭奈美���� エンジョイ つくみ �� ����������
�� 鶴岡夏子���� 検見川高等学校 ����������
�� 谷口真麻���� 宮崎県ジュニア�� ����������
�� 今野杏咲���� 仙台青陵中等教育学校 ����������
�� 山田茉奈���� 田名部高等学校 ����������
�� 木村遥香���� 三島高等学校 ����������
�� 松本璃音���� 滋賀ジュニア�� ����������
�� 高山輪子���� 上宮高等学校 ����������
�� 生澤瑞希���� 栃木商業高等学校 ����������
�� 小林 くるみ���� 宇都宮中央女子高等学校 ����������
�� 原 ななみ���� 伊那北高等学校 ����������
�� 原澤愛里���� 沼田女子高等学校 ����������
�� 山田珠未���� 東京学館新潟高等学校 ����������
�� 山本優樺���� �������� ����������
�� 内村加杏���� 和北ジュニアクラブ ����������
�� 渡邊紗都���� 武生商業高等学校 ����������
�� 佐藤千夏���� 大分豊府中学校 ����������
�� 山田美羽���� 佐賀商業高等学校 ����������
��� 脇村実来���� 和歌山北高等学校 ����������
��� 曽根寿々佳���� レ・フレール愛媛 ����������
�� 庄司彩葉���� フェンサーズファクトリー ����������
�� 畑音羽���� 盈進高等学校 ����������
�� 平野菜那���� 諫早商業高等学校 ����������
�� 神山天音���� 札幌光星高等学校 ����������
�� 齋藤有里���� 川俣町�スポーツ少年団 ����������
�� 原田奈乃羽���� アプルス ����������
�� 川口瑠美���� 甲斐清和高等学校 ����������
�� 高木愛理���� 香川ジュニア�� ����������
�� 岡田渓���� ����� ����������
��� 林実優���� 大垣南高等学校 ����������
��� 菅野鈴���� 川俣高等学校 ����������
��� 岡田亜沙美���� 柳井エスクリム ����������
��� 小林可歩���� 新潟高等学校 ����������
��� 中島しおり���� 翔陽高等学校 ����������
���� 登内桃香���� 伊那北高等学校 ����������
���� 益子明香里���� 水戸女子高等学校 ����������
��� 酒井晴未���� 水橋高等学校 ����������
��� 齊藤綺寧���� 埼玉栄高等学校 ����������
��� 松岡里紗���� 岩国工業高等学校 ����������
���� 八巻陽咲���� 米沢市�スポーツ少年団 ����������
���� 浅野帆乃桂���� 西大寺高等学校 ����������
���� 秦美月���� 三島高等学校 ����������
���� 村崎心春���� 速星中学校 ����������
���� 久保田光紗���� 札幌光星高等学校 ����������
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岩国工業高等学校

埼玉クラブ

埼玉栄高等学校

���

一関�スポーツ少年団

高崎商大附属高等学校

中京大学ＪＲ．

大阪読売千里�

和北ジュニアクラブ

鹿児島ＪＲ���

聖霊女子短大付高等学校

はしまモア

京都きっず

日女大附属高等学校

聖霊女子短大付高等学校

龍谷大平安中学校

乙訓高等学校

鹿児島南高等学校

はしまモア

別府翔青高等学校

合川��

大分豊府高等学校

伊那北高等学校

東亜学園高等学校

���

横浜商科大学高等学校

�����

大垣南高等学校

���� ��

乙訓高等学校

和東ジュニアクラブ

乙訓高等学校

�

�������������������

和北ジュニアクラブ
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岩国工業高等学校

一関�スポーツ少年団

和北ジュニアクラブ

京都きっず

乙訓高等学校

東亜学園高等学校

���

乙訓高等学校

�

�������������������

和北ジュニアクラブ

東亜学園高等学校
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����� ���� ����� �������
� 竹澤志緒里���� 乙訓高等学校
� 森多舞���� 岩国工業高等学校
� 髙橋沙也花���� 東亜学園高等学校
� 岩本鈴菜���� 和北ジュニアクラブ
� 津田愛実���� 乙訓高等学校
� 細野麗���� ���
� 千葉穂波���� 一関�スポーツ少年団
� 杉本百���� 京都きっず
� 飯村彩乃���� 龍谷大平安中学校
�� 竹山柚葉���� 大阪読売千里�
�� 岡田芽生���� 大垣南高等学校
�� 長瀬凛乃���� はしまモア
�� 重藤美紀���� ���� ��
�� 貫井由羅���� ���
�� 中出陽愛���� はしまモア
�� 森陽奈子���� 大分豊府高等学校
�� 長崎昇子���� 合川��
�� 岡田花鈴���� 別府翔青高等学校
�� 大﨑温���� 埼玉栄高等学校
�� 東佑夏���� 乙訓高等学校
�� 原田莉紗子���� 日女大附属高等学校
�� 嶋田愛音���� 聖霊女子短大付高等学校
�� 玉本愛佳���� �����
��� 山田ひなた���� 中京大学ＪＲ．
��� 小林叶佳���� 高崎商大附属高等学校
�� 坂口陽奈���� 横浜商科大学高等学校
�� 宮下水稀���� 伊那北高等学校
�� 桐木平陽菜���� 鹿児島ＪＲ���
�� 成田実礼���� 聖霊女子短大付高等学校
�� 尾﨑世梨���� 鹿児島南高等学校
�� 稲田椋���� 和東ジュニアクラブ
�� 濱松里紗���� 埼玉クラブ
��� 後藤千里���� 香川ジュニア��
��� 太田陽詩���� 龍谷大平安中学校
�� 海老原菜貴���� 埼玉栄高等学校
�� 長谷川乃愛���� 中京大学ＪＲ．
�� 小原文���� 高松北高等学校
�� 沼田美咲���� 青山クラブ
�� 橋本結���� 大分豊府高等学校
�� 西岡瞳���� 小林聖心女子学院中
�� 久保田未来乃���� 杉並ジュニアＦＴ
�� 横田彩未���� 沼津��
�� 濱根風月���� 諫早クラブ
�� 河野真央���� 慶応中等部
�� 篠﨑美礼���� 柏陵高等学校
�� 岸本鈴���� 龍谷大平安中学校
�� 貝島有香���� 慶應湘南藤沢高等部
�� 二本柳和奏���� 田名部高等学校
�� 神山侑奈���� 京都きっず
�� 菅原優夏���� 一関第二高等学校
�� 田中すみれ���� 箕輪中学校
�� 松川琴音���� 龍谷大平安中学校
�� 吉松公果���� 鹿児島ＪＲ���
�� 細野伊桜���� ���
��� 那須杏里���� 鳥羽��
��� 川村菜月���� 利府高等学校
�� 小鹿百音���� 上宮学園中学校
�� 田中みのり���� 河南町��
��� 坂本楓佳���� 北上翔南高等学校
��� 高橋由奈���� 横浜商科大学高等学校
�� 三ヶ尻茉由���� 大分豊府高等学校
�� 中山真希���� 熊本ジュニアクラブ
�� 南愛���� 鳥羽��
�� 魚永幸希���� 佐賀商業高等学校
��� 鈴木花野���� 沼田女子高等学校
��� 清原理心���� 本吉��
��� 乙部眞子���� 岐阜各務野高等学校
��� 山田伊織���� 佐賀商業高等学校



����� ���� ����� �������
�� 笹木咲里���� 武生商業高等学校
�� 戸田圭奈美���� エンジョイ つくみ ��
�� 鶴岡夏子���� 検見川高等学校
�� 谷口真麻���� 宮崎県ジュニア��
�� 今野杏咲���� 仙台青陵中等教育学校
�� 山田茉奈���� 田名部高等学校
�� 木村遥香���� 三島高等学校
�� 松本璃音���� 滋賀ジュニア��
�� 高山輪子���� 上宮高等学校
�� 生澤瑞希���� 栃木商業高等学校
�� 小林 くるみ���� 宇都宮中央女子高等学校
�� 原 ななみ���� 伊那北高等学校
�� 原澤愛里���� 沼田女子高等学校
�� 山田珠未���� 東京学館新潟高等学校
�� 山本優樺���� ��������
�� 内村加杏���� 和北ジュニアクラブ
�� 渡邊紗都���� 武生商業高等学校
�� 佐藤千夏���� 大分豊府中学校
�� 山田美羽���� 佐賀商業高等学校
��� 脇村実来���� 和歌山北高等学校
��� 曽根寿々佳���� レ・フレール愛媛
�� 庄司彩葉���� フェンサーズファクトリー
�� 畑音羽���� 盈進高等学校
�� 平野菜那���� 諫早商業高等学校
�� 神山天音���� 札幌光星高等学校
�� 齋藤有里���� 川俣町�スポーツ少年団
�� 原田奈乃羽���� アプルス
�� 川口瑠美���� 甲斐清和高等学校
�� 高木愛理���� 香川ジュニア��
�� 岡田渓���� �����
��� 林実優���� 大垣南高等学校
��� 菅野鈴���� 川俣高等学校
��� 岡田亜沙美���� 柳井エスクリム
��� 小林可歩���� 新潟高等学校
��� 中島しおり���� 翔陽高等学校
���� 登内桃香���� 伊那北高等学校
���� 益子明香里���� 水戸女子高等学校
��� 酒井晴未���� 水橋高等学校
��� 齊藤綺寧���� 埼玉栄高等学校
��� 松岡里紗���� 岩国工業高等学校
���� 八巻陽咲���� 米沢市�スポーツ少年団
���� 浅野帆乃桂���� 西大寺高等学校
���� 秦美月���� 三島高等学校
���� 村崎心春���� 速星中学校
���� 久保田光紗���� 札幌光星高等学校
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