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地 域  所属

10001 308020 前田 茉里乃  学連   松本大学

20002 308122 畠中 悠生乃  学連   日本体育大学

30003 308072 宮島 優佳   学連   専修大学

40004 308384 佐藤 穂    山形   九里学園

50005 308222 若月 夕果   学連   東海大学

60006 308490 前鼻 凛愛   北海道  小樽双葉高校
70007 308381 松田 弥咲妃  山形   日大山形高等学校
80008 308452 中村 凛々花  栃木   足利大学附属高等学校
90009 308103 石塚 結    学連   早稲田大学

100010 308173 小関 杏実   学連   青森大学
110011 308479 福島 幸歩   青森   東奥義塾高校
120012 306977 向川 桜子   秋田  富士フイルムBI秋田(株 )スキー
130013 308035 井谷 梓    学連   京都産業大学
140014 325119 G:‖ Sohui     KOR    KOR
150015 306987 岡本 乃絵   秋田  鶴の湯温泉
160016 308398 岡田 花梨   北海道  札幌第一高校
170017 308124 松井 芽    学連   日本女子体育大学
180018 308387 鈴木 理沙   山形   九里学園
190019 308301 伊藤 麻理乃  長野   小海高校
200020 308449 吉田 心夢   秋田  角館高校
210021 308396 工藤 瑞歩   岩手   平舘高校
220022 3084釧 鳥羽 愛梨   秋田  角館高校
230023 308481 山下 りこほ  山形   日大山形高等学校
240024 308451 細田 光希   神奈川  自鵬女子高等学校
250025 308484 吉田 梓乃   山形   日大山形高等学校
260026 308258 小林 桃子   学連   秋田大学
270027 308450 井上 真里愛  秋田  角館高校
280028 308403 佐藤 和愛   秋田  角館高校
290029 308472 鈴木 来菓   福島  南会津高等学校
300030 308386 鈴木 杏    栃木   足利大附属高校
310031 308354 北森 渚砂   東京   石井スポーツSc
320032 308412 井上 聖    京都   福知山成美高校
330033 308469 古野 紗奈   北海道  札幌第一高校
340034 308139 森口 ひか り  学連   同志社大学
350035 308474 宮川 望    青森   柴田学園高校
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36 0036 308475

37 0037 sogs32

38 0038 s08476

39 0039 3o8s2s

40 0040 3o83eo

41 0041 3og43e

42 0042 308464

43 0043 3o84se

44 0044 308473

45 0045 3o84se

46 0046 3o8t8o

秦 ルーカ

戸鎖 妃来

森川 莉音

佐藤 あいる

宇都宮 ゆら

鳴島 沙紀

簡井 美璃

畠山 瑚子

坂井 花

木内 萌波

西谷 実佳子

青森   柴田学園高校

岩手   盛岡誠桜高校

青森   柴田学園高校

岩手   ―戸高校

青森   柴田学園高校

学連   上智大学

北海道  札幌第一高校

秋田  花輸高校

青森   柴田学園高校

学連   上智大学

学連   東京女子体育大学
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