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1 岩　本 鈴　菜 和歌山北 51 奥　村 春　香 はしまモア 101 杉　本 奏　美 大垣南
2 北　村 優　芽 大垣南 52 岡　本 陽　菜 石山 102 日　比 美　友 大垣南
3 西　岡 瞳 小林聖心女子学院 53 藤　川 紡 津東 103 山　根 瑠　花 関西大第一
3 神　山 侑　奈 乙訓 54 長　谷 実加子 城ノ内 104 黒　田 志 立命館
5 小　原 文 高松北 55 小笠原 葵 大垣南 105 島　倉 さくら 津東
6 清　水 美　伶 はしまモア 56 池　田 遥 箕島ジュニアクラブ
7 大　北 夏　琳 羽島北 57 松　島 由　佳 立命館
8 周　藤 美　月 松江フェンシングクラブ 58 太　田 明　那 箕島
9 武　内 心　咲 同志社女子 59 橘 果　穂 三本松
10 西　口 萌　恵 津東 60 加　藤 愛 津東
11 福　井 捺　茄 京都きっず 61 井　川 愛 和歌山東
12 津　田 愛　実 乙訓 62 小　野 茜　音 石山
13 川　口 実　来 神戸野田 63 木　村 晴 石山
14 雨　宮 珠　音 大阪国際滝井 64 大　橋 璃　子 大垣南
15 那　須 茜 鳥羽 65 横　山 美　咲 岐阜各務野
16 内　村 加　杏 和歌山北 66 佐　野 凛葉子 至学館
17 田　中 あおい 河南町フェンシングクラブ 67 増　金 いおり 城ノ内
18 吉　本 地　亜 同志社女子 68 村　橋 優　香 大垣南
19 高見沢 有華梨 ワセダクラブ 69 渡　邉 涼　花 羽島北
20 高　山 輪　子 上宮 70 山　野 美　海 津東
21 脇　村 実　来 和歌山北 71 岡　山 智　香 和歌山東
22 濵　野 純　奈 和歌山東 72 元　持 すみれ 乙訓
23 堀　江 亜美佳 石山 73 岩　見 歩　佳 羽島北
24 北　山 心　響 同志社女子 74 小　林 侑　愛 津東
25 乙　部 眞　子 岐阜各務野 75 中　川 花　音 立命館
26 長　屋 美　悠 羽島北 76 桜　井 七　海 石山
27 田　中 みのり 河南町フェンシングクラブ 77 増　田 彩　乃 上宮
28 岡　村 佳　奈 和歌山東 78 江　木 凜 大阪国際滝井
29 竹　山 夏　芽 大山崎中学校 79 星　合 絵　里 津東
30 竹　内 里　穂 盈進 80 伊　東 呼　春 津東
31 長谷川 乃　愛 中京大学Jr. 81 白　井 徳　恵 三本松
32 宮　本 実　祈 和歌山東 82 三　好 明　音 三本松
33 山　内 亜由美 三本松 83 佐　藤 錦　果 揖斐
34 稲　田 椋 和歌山東 84 宮　西 舞 三本松
35 南 心　愛 鳥羽フェンシングクラブ 85 川　元 優　奈 大垣南
36 竹　田 あかり はしまモア 86 黒　田 夏　海 石山
37 後　藤 梨　望 はしまモア 87 背　古 美　紅 関西大第一
38 南 愛 鳥羽フェンシングクラブ 88 仁　木 明日香 城ノ内
39 数　井 詩 同志社女子 89 木　下 優　妃 関西大第一
40 寺　園 に　こ 大阪国際滝井 90 一　井 萌萌恵 石山
41 楠　元 友　唯 石山 91 鈴　木 美依奈 羽島北
42 金　子 新　奈 三本松 92 下　地 雪　乃 大阪国際滝井
43 畑 音　羽 盈進 93 和　田 楓 岐阜各務野
44 那　須 杏　里 鳥羽フェンシングクラブ 94 末　松 亜璃沙 はしまモア
45 武　藤 未　憩 羽島北 95 寺　井 若　那 揖斐
46 佐々木 花　莉 同志社女子 96 三　好 佑　依 揖斐
47 小　鹿 百　音 上宮 97 南 綾　乃 至学館
48 清　水 優　香 立命館 98 アングディセン ジャシャ 岐阜各務野
49 鵜　本 翠 和東クラブ 99 赤　松 美　咲 同志社女子
50 奥　谷 菜々美 三本松 100 大　谷 萌 和歌山東
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