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1 茨城キリスト 袴塚 乙愛(2) 山崎 結花(3) 渡邉 珠有(2) 山形 一華(1) 後藤 凜那(2)

2 水城 猿田 真海(3) 齋藤 琴音(2) 海老澤 ひかる(3) 舛井 遥南(1) 鈴木 綾乃(1)

3 鹿島学園 小神野 晴菜(2) 西川 咲季(2) 今泉 咲良(1) 藤山 天花(2) 安住 福美(2)

4 多賀 星川 月菜(1) 吉田 愛理(2) 會田 こころ(1) 武田 みすず(3) 小松 未奈(1)

5 水戸二 舟生 早織(2) 飛田 湖南(2) 高瀬 悠(1) 長瀬 日向(2) 渡辺 加那子(2)

6 水戸桜ノ牧 佐藤 七海(1) 濱 美優(2) 萩谷 優菜(1) 檜山 瑞穂(2) 鈴木 沙羅(1)

7 宇都宮文星女 山田 未唯(2) 國井 あかり(1) 鈴木 初音(2) 木村 華音(1) 福井 凜(3)

8 國學院栃木 立川 千聖(2) 八木 ひとみ(1) 一場 咲那(2) 山﨑 瑠杏(3) 福永 琉妃(3)

9 那須拓陽 小林 優花(3) 村上 果蓮(1) 西田 真花(2) 渡辺 萌乃佳(2) 髙久 虹彩(1)

10 白鴎大足利 島田 愛香(3) 澤井 望乃(2) 吉田 芹梨(2) 小野 心愛(2) 太田 瞳(3)

11 小山南 三橋 桃花(3) 福井 紅音(1) 松本 芽久(1) 倉澤 実玖(2) 横塚 夢珠(3)

12 真岡女 鈴木 咲良(1) 後東 萌香(3) 長島 結衣(1) 沼村 亜希(2) 野村 心結(2)

13 常磐 菅原 桜(3) 河野 愛沙美(1) 羽入田 暖愛(1) 田中 璃音(1) 髙橋 くるみ(1)

14 健大高崎 山田 愛(3) 赤井 月(1) 萩原 紗菜(1) 浅香 莉里(3) 清水 愛実(1)

15 新島学園 高尾 美月(3) 高木 なるみ(2) 松岡 愛優(2) 林 絹華(2) 樋口 里桜(2)

16 太田女 今 美里(2) 中川 彩妃(2) 尾澤 優(1) 平船 来麗(2) 清水 一葉(2)

17 市立前橋 森 姫奈乃(1) 河合 里衣奈(1) 岩田 咲恵(1) 萩原 愛華(2) 武藤 菫(2)

18 高崎女 戸塚 友惟(2) 大竹 そら(1) 関口 楓香(1) 清水 咲帆(1) 神村 咲季(1)

19 埼玉栄 丹野 菜々美(1) 椙山 恵衣(2) 大山 まなみ(3) 岩淵 光希(1) 田中 希実(2)

20 昌平 仲西 梨花(2) 鈴木 陽渚(2) 丹羽 遥奈(3) 神林 由乃(3) 木下 紗那(3)

21 本庄一 浜野 光(3) 松田 有加(1) 青木 里央菜(1) 加藤 みなみ(1) 鈴木 理菜(3)

22 本庄東 齊藤 日歩美(3) 吉野 莉菜(3) 松本 愛澄(1) 中谷 佳乃(2) 松岡 真姫(2)

23 坂戸西 佐藤 瑠捺(1) 沖田 梨花(1) 小池 凜花(3) 保谷 芽生(2) 西村 小夏(2)

24 東京農大三 石井 伶奈(2) 星野 愛(2) 徳田 英里(2) 田原 那美(1) 山中 恵(1)
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25 日体大柏 安藤 悠乃(2) 星野 麗桜(1) 山地 茉娃(2) 森 樹香(3) 髙橋 葵(3)

26 成田 鈴木 優菜(2) 伊東 夕波(3) 長島 奈南(2) 澤井 美結(1) 南 莉花(2)

27 市立船橋 吉井 優唯(2) 中後 心晴(1) 飯田 和代(1) 福田 泉美(3) 岩井 蘭(2)

28 市立柏 青木 柚葉(3) 菊池 ゆとり(3) 朝日向 ななみ(3) 吉野 日菜(3) 木村 朱里(3)

29 小金 豊田 茉央(2) 田中 結(2) 植田 日瑶里(2) 伊津野 七聖(2) 石山 颯来(3)

30 流経大柏 渡邉 彩夏(3) 瓜生 晴(1) 清野 紅葉(3) 川田 あかり(1) 根本 菜々美(3)

31 順天 小川 陽香(2) 鈴木 美海(1) 南 日向(3) 菅野 奈美(2) 林 凜華(2)

32 錦城学園 塩入 百葉(3) 菅原 ひまわり(2) 茂野 葉湖(1) 今井 亜実(1) 岡田 華音(3)

33 東京 河野 花(2) 長谷川 このみ(1) 佐々木 希(2) 大宮司 愛夢(1) 大野 實咲(2)

34 駒大 渋谷 菜絵(3) 森 まどか(3) 瀧本 有杏(1) 五十嵐 緩奈(1) 吉岡 礼葉(1)

35 上水 奥野 琴(3) 川﨑 りか(2) 成田 美奈(3) 木本 詩菜(1) 相澤 凪咲(3)

36 日野台 廣尾 七海(3) 奥村 美咲(1) 河本 彩音(1) 高岡 梓(2) 石川 瑠唯(2)

37 白鵬女 岡 夢乃(2) ﾍﾞﾚｲ ﾌｨﾚﾋﾖｯﾄ(2) 山村 心弥(1) 高橋 ひより(2) 岡本 姫渚乃(1)

38 川崎市立橘 伊藤 南美(3) 村上 彩楽(2) 細谷 美鈴(3) 熊澤 美夢(3) 金子 陽向(3)

39 東海大相模 倉田 愛実(2) 横山 夕夏(1) 千葉 祐希乃(3) 橘田 菜々美(1) 佐野 光紀(3)

40 三浦学苑 松浦 陽菜(1) 高橋 夏美(1) 村上 りの(1) 原 美依奈(2) 杉本 桃香(1)

41 法政二 丹羽 櫻(2) 丸橋 杏(2) 新田 望(3) 倉地 礼菜(2) 銅木 瞳(3)

42 相洋 藤 陽由(1) 服部 咲季(3) 増田 晴夏(2) 青山 桃子(3) 新田 響(2)

43 山梨学院 青沼 麗后(2) 石井 れいな(2) 井手 笑菜(1) 齋藤 奏絵(1) ルブラス 恵美里(2)

44 韮崎 細田 奈那(3) 工藤 風花(3) 長嶺 実果(3) 中込 百音(1) 柿島 珊瑚(2)

45 笛吹 北村 奏良(2) 小野 小姫(2) 山口 ひかり(2) 田草川 麻衣(3) 澤田 琉杏(3)

46 巨摩 市川 美空(2) 丹澤 夏実(1) 松原 葵(2) 佐久間 咲来(2) 塩澤 はな(1)

47 北杜 小池 咲良(3) 油井 楓(2) 田中 実夢(3) 斉藤 柚(2) 冨樫 璃子(3)

48 山梨農林 新津 今日華(2) 松田 ひとみ(1) 横森 美樹(1) 梶原 苺菜(1) 高野 園干(1)


