
✔ FISNO 氏名漢 氏名ｶﾅ 県連盟 FIS_SLﾎﾟｲﾝﾄ SAJ_SLﾎﾟｲﾝﾄ 所属 所属名ｶﾅ
1 307813 前田 知沙樹 ﾏｴﾀﾞ ﾁｻｷ 長野 25.60 12.06 菅平高原SC ｽｶﾞﾀﾞｲﾗｺｳｹﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ

2 308013 若月 新 ﾜｶﾂｷ ｱﾗﾀ 学連 33.91 12.06 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ
3 307947 富井 雪奈 ﾄﾐｲ ﾕｷﾅ 学連 35.42 12.06 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ
4 308304 渡邉 愛蓮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾚﾝ 長野 36.58 12.06 長野俊英高校
5 308020 前田 茉里乃 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾘﾉ 学連 40.78 14.41 松本大学 ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲｶﾞｸ
6 307120 新井 真季子 ｱﾗｲ ﾏｷｺ 岐阜 42.58 16.52 岐阜日野自動車SC ｷﾞﾌﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬｽｷｰｸﾗﾌﾞ

7 308103 石塚 結 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｲ 学連 44.39 15.30 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
8 308024 千國 楓花 ﾁｸﾆ ﾌｳｶ 学連 44.73 30.59 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
9 308287 横尾 彩乃 ﾖｺｵ ｱﾔﾉ 栃木 46.14 26.65 足利大附属高校 ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳｺｳ

10 308228 本田 陽菜 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾅ 学連 47.32 23.91 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
11 307910 宮崎 栞奈 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾝﾅ 学連 50.81 20.46 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
12 308378 切久保 絆 ｷﾘｸﾎﾞ ｷﾂﾞﾅ 長野 53.78 29.73 白馬高校 ﾊｸﾊﾞｺｳｺｳ
13 308015 小南 綾 ｺﾐﾅﾐ ﾘｮｳ 学連 55.67 33.06 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
14 307385 中澤 真緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｵ 三重 60.05 35.91 森川建設SC ﾓﾘｶﾜｹﾝｾﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ

15 308372 阿部 きさら ｱﾍﾞ ｷｻﾗ 栃木 62.12 25.08 足利大附属高校 ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳｺｳ

16 308379 小林 ひかり ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 長野 63.37 33.29 長野俊英高校 0
17 307941 弥永 奈々 ﾔﾅｶﾞ ﾅﾅ 学連 64.63 40.49 立命館大学 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
18 308222 若月 夕果 ﾜｶﾂｷ ﾕｳｶ 学連 66.03 49.02 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ
19 308300 太田 朱里 ｵｵﾀ ｱｶﾘ 長野 68.02 41.38 白馬高校 ﾊｸﾊﾞｺｳｺｳ
20 308405 保坂 花 ﾎｻｶ ﾊﾅ 長野 69.39 43.46 長野俊英高校 0
21 308324 市村 さくら ｲﾁﾑﾗ ｻｸﾗ 群馬 70.98 37.74 嬬恋高校 ﾂﾏｺﾞｲｺｳｺｳ
22 308298 田中 小晴 ﾀﾅｶ ｺﾊﾙ 新潟 72.84 31.59 新井高校 ｱﾗｲｺｳｺｳ
23 308490 前鼻 凛愛 ﾏｴﾊﾅ ﾘﾗ 北海道 74.99 38.45 小樽双葉高校 0
24 308041 久々江 涼花 ｸｸﾞｴ ｽｽﾞｶ 学連 75.11 71.65 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ
25 307968 石渡 実香 ｲｼﾜﾀ ﾐｶ 学連 77.31 43.50 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

26 308213 大西 珠巴 ｵｵﾆｼ ﾀﾏﾊ 学連 77.33 45.69 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ
27 308385 清水 優奈 ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ 長野 79.71 43.17 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ
28 308068 大津 萌々 ｵｵﾂ ﾓﾓ 学連 82.49 44.14 武庫川女子大学 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ

29 308008 稲元 菜月 ｲﾅﾓﾄ ﾅﾂｷ 学連 83.74 51.68 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ
30 308035 井谷 梓 ｲﾀﾆ ｱｽﾞｻ 学連 86.20 57.98 京都産業大学 ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ

31 308420 根石 陽菜乃 ﾈｲｼ ﾋﾅﾉ 岡山 92.60 56.06 朝日塾中等教育学校 ｱｻﾋｼﾞｭｸﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ

32 308452 中村 凛々花 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾘｶ 栃木 93.97 60.55 足利大学附属高等学校 0
33 308388 上嶋 悠花 ｳｴｼﾏ ﾊﾙｶ 富山 97.60 53.60 富山第一高校 ﾄﾔﾏﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ

34 308212 志村 可乃 ｼﾑﾗ ｶﾉ 学連 102.49 63.67 日本女子体育大学 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ

35 308470 佐藤 珠花 ｻﾄｳ ｼｭｶ 新潟 103.18 70.00 新井高校 ｱﾗｲｺｳｺｳ
36 308172 唐澤 咲紀 ｶﾗｻﾜ ｻｷ 学連 105.76 76.31 武庫川女子大学 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ

37 308393 山本 紗羽 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾜ 長野 109.18 70.93 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ
38 308207 齋藤 きらり ｻｲﾄｳ ｷﾗﾘ 東京 109.31 69.77 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ 0
39 308215 吉野 恵実 ﾖｼﾉ ﾒｸﾞﾐ 学連 109.31 78.97 専修大学 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ
40 308521 小林 蛍 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾀﾙ 新潟 113.13 76.58 八海高校 ﾊｯｶｲｺｳｺｳ
41 308380 小栁 花梨 ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾘﾝ 長野 115.22 80.86 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ
42 308136 中俣 美咲 ﾅｶﾏﾀ ﾐｻｷ 東京 115.44 75.90 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ 0
43 308211 川原 穂乃果 ｶﾜﾊﾗ ﾎﾉｶ 学連 115.90 77.77 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ
44 308325 黒岩 咲 ｸﾛｲﾜ ｻｷ 群馬 116.25 79.39 嬬恋高校 ﾂﾏｺﾞｲｺｳｺｳ
45 308411 久保 乃愛 ｸﾎﾞ ﾉｱ 福井 119.68 82.31 福井工業大学附属福井高校 0
46 308283 渡邊 千桃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾄｾ 岐阜 120.43 83.46 岐阜第一高校 ｷﾞﾌﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
47 308243 栢本 涼 ｶﾔﾓﾄ ﾘｮｳ 学連 120.85 83.52 立命館大学 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
48 308369 長島 夏葵 ﾅｶﾞｼﾏ ﾅﾂｷ 学連 123.84 84.30 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ

49 308188 田中 凜 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 学連 124.22 95.97 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ
50 308465 池見 萌 ｲｹﾐ ﾓｴ 福井 129.68 93.14 福井工業大学附属福井高校 0
51 308463 谷口 綾 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔ 岐阜 129.82 93.28 飛騨神岡高校 ﾋﾀﾞｶﾐｵｶｺｳｺｳ
52 308185 宮本 理央 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｵ 学連 132.08 165.83 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ
53 308329 德重 舞 ﾄｸｼｹﾞ ﾏｲ 東京 141.76 102.21 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

54 308517 上條 蓮奈 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾚﾝﾅ 東京 148.78 115.22 東京女子学院高等学校 0
55 308445 小野塚 心美 ｵﾉﾂﾞｶ ｺｺﾐ 新潟 161.37 129.95 関根学園高校 ｾｷﾈｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ

56 308198 麥島 凜乃 ﾑｷﾞｼﾏ ﾘﾝﾉ 学連 163.78 124.28 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
57 308451 細田 光希 ﾎｿﾀﾞ ﾐﾂｷ 神奈川 171.81 108.67 白鵬女子高等学校 0
58 308404 割出 早稀 ﾜﾘﾀﾞｼ ｻｷ 石川 176.63 128.87 星稜高校 ｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ
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59 308447 水落 日子 ﾐｽﾞｵﾁ ﾆｺ 新潟 182.20 147.84 関根学園高校 ｾｷﾈｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ

60 308496 北川 愛梨 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲﾘ 石川 188.22 151.67 鶴来高校 ﾂﾙｷﾞｺｳｺｳ
61 308303 德竹 真凜 ﾄｸﾀｹ ﾏﾘﾝ 長野 192.97 163.03 佐久長聖高校 ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳｺｳ

62 308389 宇津宮 楓華 ｳﾂﾐﾔ ﾌｳｶ 岐阜 203.29 148.44 飛騨高山高校 ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏｺｳｺｳ
63 308454 細江 友香 ﾎｿｴ ﾕｳｶ 岐阜 216.92 180.37 飛騨神岡高校 ﾋﾀﾞｶﾐｵｶｺｳｺｳ
64 308441 難波 さくら ﾅﾝﾊﾞ ｻｸﾗ 東京 222.16 188.35 都立東大和高校 0
65 308244 宮原 冴有 ﾐﾔﾊﾗ ｻﾕ 学連 263.33 263.28 関西学院大学 ｶﾝｻｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

66 308457 原 彩葵 ﾊﾗ ｱﾔｷ 福井 267.00 240.50 福井工業大学附属福井高校 0
67 308455 上嶋 梓紗 ｳｴｼﾏ ｱｽﾞｻ 富山 155.51 富山第一高校 ﾄﾔﾏﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ

68 308444 中屋 柚花 ﾅｶﾔ ﾕｽﾞｶ 岐阜 205.44 岐阜第一高校 ｷﾞﾌﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
69 308509 福地 恋奈 ﾌｸﾁ ｺｺﾅ 埼玉 210.15 クラーク記念国際高校 ｸﾗｰｸｺｸｻｲｷﾈﾝｺｳｺｳ

70 308275 島田 香梨 ｼﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ 学連 256.05 岐阜大学 ｷﾞﾌﾀﾞｲｶﾞｸ



✔ FISNO 氏名漢 氏名ｶﾅ 県連盟 FIS_SLﾎﾟｲﾝﾄ SAJ_SLﾎﾟｲﾝﾄ 所属 所属名ｶﾅ
1 307813 前田 知沙樹 ﾏｴﾀﾞ ﾁｻｷ 長野 25.60 12.06 菅平高原SC ｽｶﾞﾀﾞｲﾗｺｳｹﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ

2 308013 若月 新 ﾜｶﾂｷ ｱﾗﾀ 学連 33.91 12.06 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ
3 307947 富井 雪奈 ﾄﾐｲ ﾕｷﾅ 学連 35.42 12.06 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ
4 308304 渡邉 愛蓮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾚﾝ 長野 36.58 12.06 長野俊英高校
5 308020 前田 茉里乃 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾘﾉ 学連 40.78 14.41 松本大学 ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲｶﾞｸ
6 307120 新井 真季子 ｱﾗｲ ﾏｷｺ 岐阜 42.58 16.52 岐阜日野自動車SC ｷﾞﾌﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬｽｷｰｸﾗﾌﾞ

7 308103 石塚 結 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｲ 学連 44.39 15.30 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
8 308024 千國 楓花 ﾁｸﾆ ﾌｳｶ 学連 44.73 30.59 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
9 308287 横尾 彩乃 ﾖｺｵ ｱﾔﾉ 栃木 46.14 26.65 足利大附属高校 ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳｺｳ

10 308228 本田 陽菜 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾅ 学連 47.32 23.91 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
11 307910 宮崎 栞奈 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾝﾅ 学連 50.81 20.46 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
12 308075 宮澤 莉央 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｵ 学連 51.53 27.39 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

13 308378 切久保 絆 ｷﾘｸﾎﾞ ｷﾂﾞﾅ 長野 53.78 29.73 白馬高校 ﾊｸﾊﾞｺｳｺｳ
14 308015 小南 綾 ｺﾐﾅﾐ ﾘｮｳ 学連 55.67 33.06 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
15 307385 中澤 真緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｵ 三重 60.05 35.91 森川建設SC ﾓﾘｶﾜｹﾝｾﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ

16 308372 阿部 きさら ｱﾍﾞ ｷｻﾗ 栃木 62.12 25.08 足利大附属高校 ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳｺｳ

17 308379 小林 ひかり ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 長野 63.37 33.29 長野俊英高校 0
18 307941 弥永 奈々 ﾔﾅｶﾞ ﾅﾅ 学連 64.63 40.49 立命館大学 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
19 308222 若月 夕果 ﾜｶﾂｷ ﾕｳｶ 学連 66.03 49.02 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ
20 308300 太田 朱里 ｵｵﾀ ｱｶﾘ 長野 68.02 41.38 白馬高校 ﾊｸﾊﾞｺｳｺｳ
21 308405 保坂 花 ﾎｻｶ ﾊﾅ 長野 69.39 43.46 長野俊英高校 0
22 308324 市村 さくら ｲﾁﾑﾗ ｻｸﾗ 群馬 70.98 37.74 嬬恋高校 ﾂﾏｺﾞｲｺｳｺｳ
23 308298 田中 小晴 ﾀﾅｶ ｺﾊﾙ 新潟 72.84 31.59 新井高校 ｱﾗｲｺｳｺｳ
24 308490 前鼻 凛愛 ﾏｴﾊﾅ ﾘﾗ 北海道 74.99 38.45 小樽双葉高校 0
25 308041 久々江 涼花 ｸｸﾞｴ ｽｽﾞｶ 学連 75.11 71.65 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ
26 307968 石渡 実香 ｲｼﾜﾀ ﾐｶ 学連 77.31 43.50 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

27 308213 大西 珠巴 ｵｵﾆｼ ﾀﾏﾊ 学連 77.33 45.69 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ
28 308385 清水 優奈 ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ 長野 79.71 43.17 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ
29 308068 大津 萌々 ｵｵﾂ ﾓﾓ 学連 82.49 44.14 武庫川女子大学 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ

30 308008 稲元 菜月 ｲﾅﾓﾄ ﾅﾂｷ 学連 83.74 51.68 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ
31 308035 井谷 梓 ｲﾀﾆ ｱｽﾞｻ 学連 86.20 57.98 京都産業大学 ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ

32 308420 根石 陽菜乃 ﾈｲｼ ﾋﾅﾉ 岡山 92.60 56.06 朝日塾中等教育学校 ｱｻﾋｼﾞｭｸﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ

33 308452 中村 凛々花 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾘｶ 栃木 93.97 60.55 足利大学附属高等学校 0
34 308388 上嶋 悠花 ｳｴｼﾏ ﾊﾙｶ 富山 97.60 53.60 富山第一高校 ﾄﾔﾏﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ

35 308212 志村 可乃 ｼﾑﾗ ｶﾉ 学連 102.49 63.67 日本女子体育大学 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ

36 308470 佐藤 珠花 ｻﾄｳ ｼｭｶ 新潟 103.18 70.00 新井高校 ｱﾗｲｺｳｺｳ
37 308172 唐澤 咲紀 ｶﾗｻﾜ ｻｷ 学連 105.76 76.31 武庫川女子大学 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ

38 308393 山本 紗羽 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾜ 長野 109.18 70.93 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ
39 308207 齋藤 きらり ｻｲﾄｳ ｷﾗﾘ 東京 109.31 69.77 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ 0
40 308215 吉野 恵実 ﾖｼﾉ ﾒｸﾞﾐ 学連 109.31 78.97 専修大学 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ
41 308521 小林 蛍 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾀﾙ 新潟 113.13 76.58 八海高校 ﾊｯｶｲｺｳｺｳ
42 308380 小栁 花梨 ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾘﾝ 長野 115.22 80.86 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ
43 308136 中俣 美咲 ﾅｶﾏﾀ ﾐｻｷ 東京 115.44 75.90 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ 0
44 308211 川原 穂乃果 ｶﾜﾊﾗ ﾎﾉｶ 学連 115.90 77.77 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ
45 308325 黒岩 咲 ｸﾛｲﾜ ｻｷ 群馬 116.25 79.39 嬬恋高校 ﾂﾏｺﾞｲｺｳｺｳ
46 308411 久保 乃愛 ｸﾎﾞ ﾉｱ 福井 119.68 82.31 福井工業大学附属福井高校 0
47 308283 渡邊 千桃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾄｾ 岐阜 120.43 83.46 岐阜第一高校 ｷﾞﾌﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
48 308243 栢本 涼 ｶﾔﾓﾄ ﾘｮｳ 学連 120.85 83.52 立命館大学 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
49 308369 長島 夏葵 ﾅｶﾞｼﾏ ﾅﾂｷ 学連 123.84 84.30 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ

50 308188 田中 凜 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 学連 124.22 95.97 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ
51 308465 池見 萌 ｲｹﾐ ﾓｴ 福井 129.68 93.14 福井工業大学附属福井高校 0
52 308463 谷口 綾 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔ 岐阜 129.82 93.28 飛騨神岡高校 ﾋﾀﾞｶﾐｵｶｺｳｺｳ
53 308185 宮本 理央 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｵ 学連 132.08 165.83 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ
54 308329 德重 舞 ﾄｸｼｹﾞ ﾏｲ 東京 141.76 102.21 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

55 308517 上條 蓮奈 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾚﾝﾅ 東京 148.78 115.22 東京女子学院高等学校 0
56 308445 小野塚 心美 ｵﾉﾂﾞｶ ｺｺﾐ 新潟 161.37 129.95 関根学園高校 ｾｷﾈｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ

57 308198 麥島 凜乃 ﾑｷﾞｼﾏ ﾘﾝﾉ 学連 163.78 124.28 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
58 308451 細田 光希 ﾎｿﾀﾞ ﾐﾂｷ 神奈川 171.81 108.67 白鵬女子高等学校 0
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59 308404 割出 早稀 ﾜﾘﾀﾞｼ ｻｷ 石川 176.63 128.87 星稜高校 ｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ
60 308447 水落 日子 ﾐｽﾞｵﾁ ﾆｺ 新潟 182.20 147.84 関根学園高校 ｾｷﾈｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ

61 308496 北川 愛梨 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲﾘ 石川 188.22 151.67 鶴来高校 ﾂﾙｷﾞｺｳｺｳ
62 308303 德竹 真凜 ﾄｸﾀｹ ﾏﾘﾝ 長野 192.97 163.03 佐久長聖高校 ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳｺｳ

63 308389 宇津宮 楓華 ｳﾂﾐﾔ ﾌｳｶ 岐阜 203.29 148.44 飛騨高山高校 ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏｺｳｺｳ
64 308454 細江 友香 ﾎｿｴ ﾕｳｶ 岐阜 216.92 180.37 飛騨神岡高校 ﾋﾀﾞｶﾐｵｶｺｳｺｳ
65 308441 難波 さくら ﾅﾝﾊﾞ ｻｸﾗ 東京 222.16 188.35 都立東大和高校 0
66 308244 宮原 冴有 ﾐﾔﾊﾗ ｻﾕ 学連 263.33 263.28 関西学院大学 ｶﾝｻｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

67 308457 原 彩葵 ﾊﾗ ｱﾔｷ 福井 267.00 240.50 福井工業大学附属福井高校 0
68 308455 上嶋 梓紗 ｳｴｼﾏ ｱｽﾞｻ 富山 155.51 富山第一高校 ﾄﾔﾏﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ

69 308444 中屋 柚花 ﾅｶﾔ ﾕｽﾞｶ 岐阜 205.44 岐阜第一高校 ｷﾞﾌﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
70 308509 福地 恋奈 ﾌｸﾁ ｺｺﾅ 埼玉 210.15 クラーク記念国際高校 ｸﾗｰｸｺｸｻｲｷﾈﾝｺｳｺｳ

71 308275 島田 香梨 ｼﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ 学連 256.05 岐阜大学 ｷﾞﾌﾀﾞｲｶﾞｸ


