
男子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ＣＳ

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

猿山　翔太    ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ       あかやまＳＳ    高校（3）1 08106

熊澤　将大    ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ      熊谷高校        高校（3）2 11407

奥山丈太郎    ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ    コナミ北浦和    高校（3）3 11539

畑中　駿汰    ﾊﾀﾅｶ ｼｭﾝﾀ       ＪＰＳＣ城西    高校（3）4 11596

田中　厚吉    ﾀﾅｶ ｱﾂｷ         日大豊山        高校（2）5 13236

成川　　輝    ﾅﾘｶﾜ ｱｷﾗ        金町ＳＣ        高校（3）6 13510

髙橋　明裕    ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ       東京ＳＣ        高校（2）7 13530

ﾌｪﾆｯｸ・ｷｬﾒﾛﾝ  ﾌｪﾆｯｸ ｷｬﾒﾛﾝ     ＳＭＳＴ        高校（3）8 13585

三輪　颯人    ﾐﾜ ﾊﾔﾄ          新代田ＳＳ      高校（2）9 13602

日髙　颯哉    ﾋﾀﾞｶ ｿｳﾔ        湘南工大附      高校（2）10 14002

水野　尊登    ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾄ        NECGSC玉川      高校（2）11 14505

三橋　拓也    ﾐﾂﾊｼ ﾀｸﾔ        コナミ林間      高校（3）12 14517

五味　智信    ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ       ヨコハマＳＣ    高校（2）13 14518

佐々木　駿    ｻｻｷ ｼｭﾝ         ＯＣＥＡＮ      高校（3）14 14549

伊藤　　廉    ｲﾄｳ ﾚﾝ          ｲﾄﾏﾝ横須賀      高校（3）15 14564

須田　悠介    ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ        ﾙﾈｻﾝｽ港南中     高校（3）16 14649

岩崎　世那    ｲﾜｻｷ ｾﾅ         都留            高校（3）17 15017

鈴木　基心    ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ        上越正和ＳＳ    高校（2）18 17506

村田　迅永    ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｴｲ       飛龍高校        高校（3）19 21018

古川　隼伍    ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝｺﾞ      Ｔ‐１２３      高校（2）20 21719

新谷　晃生    ﾆｲﾔ ｺｳｷ         イトマン堅田    高校（3）21 25334

小林　達郎    ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾛｳ      関大北陽        高校（2）22 27081

重本孝太郎    ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ     ＪＳＳ三木      高校（2）23 28810

中杉　勇斗    ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ       ＫＳＧときわ    高校（3）24 40606

大森　涼奨    ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ      唐津商業        高校（3）25 41007

生田　悠斗    ｲｸﾀ ﾕｳﾄ         桜泳ミキ21      高校（2）26 43544

菅野　　遼    ｶﾝﾉ ﾘｮｳ         佐伯鶴城        高校（3）27 44009

岩元　大秀    ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲﾎ       鹿児島高        高校（3）28 46021
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男子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ＣＳ

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

土岐　祐介    ﾄｷ ﾕｳｽｹ         コナミ白石      高校（3）1 01192

伊藤　康太    ｲﾄｳ ｺｳﾀ         日大山形        高校（1）2 06010

猿山　翔太    ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ       あかやまＳＳ    高校（3）3 08106

熊澤　将大    ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ      熊谷高校        高校（3）4 11407

山田　健太    ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ        コナミ北浦和    高校（3）5 11539

川嶋虎太郎    ｶﾜｼﾏ ｺﾀﾛｳ       イトマン千葉    高校（3）6 12589

田中　厚吉    ﾀﾅｶ ｱﾂｷ         日大豊山        高校（2）7 13236

尼ヶ崎羽龍    ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ     三菱養和ＳＳ    高校（3）8 13552

鈴木　雄策    ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ       ロンド東村山    高校（3）9 13555

ﾌｪﾆｯｸ・ｷｬﾒﾛﾝ  ﾌｪﾆｯｸ ｷｬﾒﾛﾝ     ＳＭＳＴ        高校（3）10 13585

北島龍之介    ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ    湘南工大附      高校（3）11 14002

高橋　英祐    ﾀｶﾊｼ ｴｲｽｹ       NECGSC玉川      高校（2）12 14505

三橋　拓也    ﾐﾂﾊｼ ﾀｸﾔ        コナミ林間      高校（3）13 14517

五味　智信    ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ       ヨコハマＳＣ    高校（2）14 14518

佐々木　駿    ｻｻｷ ｼｭﾝ         ＯＣＥＡＮ      高校（3）15 14549

伊藤　　廉    ｲﾄｳ ﾚﾝ          ｲﾄﾏﾝ横須賀      高校（3）16 14564

須田　悠介    ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ        ﾙﾈｻﾝｽ港南中     高校（3）17 14649

岩崎　世那    ｲﾜｻｷ ｾﾅ         都留            高校（3）18 15017

鈴木　基心    ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ        上越正和ＳＳ    高校（2）19 17506

弓削　　颯    ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ         いずみ能登川    高校（2）20 25332

羽岡　草太    ﾊｵｶ ｿｳﾀ         関大北陽        高校（3）21 27081

粟野　　翔    ｱﾜﾉ ｶｹﾙ         桃山学院        高校（2）22 27088

渡邊　天馬    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ       イ ト マ ン     高校（2）23 27212

木本　憲大    ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ         イ ト マ ン     高校（3）24 27212

三原　慶悟    ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ        須磨学園高校    高校（3）25 28615

重本孝太郎    ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ     ＪＳＳ三木      高校（2）26 28810

椿原　成將    ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾅﾘﾏｻ     大牟田          高校（2）27 40205

中杉　勇斗    ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ       ＫＳＧときわ    高校（3）28 40606

菅野　　遼    ｶﾝﾉ ﾘｮｳ         佐伯鶴城        高校（3）29 44009

田中　大寛    ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ        別府翔青高      高校（3）30 44014
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男子  200m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ＣＳ

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

伊藤　康太    ｲﾄｳ ｺｳﾀ         日大山形        高校（1）1 06010

岩崎　幹大    ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ        SW大教郡山      高校（3）2 07803

樋口　巧真    ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ        ジョイフル      高校（3）3 08113

徳淵　　凜    ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ        守谷インター    高校（3）4 08135

東藤承太郎    ﾄｳﾄﾞｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ   スウィン埼玉    高校（2）5 11585

鈴木　優太    ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ        ｽｳｨﾝ春日部      高校（3）6 11639

川口　裕大    ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ       日大豊山        高校（3）7 13236

西田　大晟    ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ       アクラブ調布    高校（3）8 13509

尾高　康太    ｵﾀｶ ｺｳﾀ         金町ＳＣ        高校（2）9 13510

井上　舜喜    ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｷ       三菱養和ＳＳ    高校（2）10 13552

山田　晃誠    ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ       ロンド東村山    高校（2）11 13555

北島龍之介    ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ    湘南工大附      高校（3）12 14002

前場　洋輝    ﾏｴﾊﾞ ﾋﾛｷ        三浦学苑        高校（3）13 14007

五味　智信    ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ       ヨコハマＳＣ    高校（2）14 14518

屋和田　諒    ﾔﾜﾀ ﾘｮｳ         ｲﾄﾏﾝ新百合丘    高校（3）15 14560

飯田　湧太    ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ        日本文理        高校（3）16 17208

平野　洋康    ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾔｽ        ナントＳＣ      高校（2）17 18504

高野　裕也    ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ         エスポ          高校（3）18 21824

羽岡　草太    ﾊｵｶ ｿｳﾀ         関大北陽        高校（3）19 27081

和田信太郎    ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ       桃山学院        高校（3）20 27088

渡邊　天馬    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ       イ ト マ ン     高校（2）21 27212

木本　憲大    ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ         イ ト マ ン     高校（3）22 27212

黒川　紫唯    ｸﾛｶﾜ ｼｭｲ        ｲﾄﾏﾝ富田林      高校（2）23 27360

續　　竜成    ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳｾｲ      ﾚｱｽｱｸｱﾃｨｸｽ      中学（3）24 27719

多鹿　正洋    ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ       市川高校        高校（3）25 28602

三原　慶悟    ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ        須磨学園高校    高校（3）26 28615

井ノ上昭輝    ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ       コナミ西宮      高校（3）27 28824

増田　達哉    ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ        NSI南あわじ     高校（3）28 28912

椿原　成將    ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾅﾘﾏｻ     大牟田          高校（2）29 40205

菅野　　遼    ｶﾝﾉ ﾘｮｳ         佐伯鶴城        高校（3）30 44009

田中　大寛    ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ        別府翔青高      高校（3）31 44014

坂田　涼人    ｻｶﾀ ｽｽﾞﾋﾄ       大分雄城台高    高校（3）32 44114
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男子  400m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ＣＳ

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

東藤承太郎    ﾄｳﾄﾞｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ   スウィン埼玉    高校（2）1 11585

岩城　優太    ｲﾜｷ ﾕｳﾀ         春日部中央      高校（2）2 11615

鈴木　優太    ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ        ｽｳｨﾝ春日部      高校（3）3 11639

川口　裕大    ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ       日大豊山        高校（3）4 13236

西田　大晟    ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ       アクラブ調布    高校（3）5 13509

三浦　颯太    ﾐｳﾗ ｿｳﾀ         ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     高校（2）6 13557

石田　虎流    ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ        イトマン東京    高校（2）7 13688

山口　愛斗    ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ       ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       高校（3）8 13694

田渕　海斗    ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ        NECGSC溝の口    高校（2）9 14658

高野　裕也    ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ         エスポ          高校（3）10 21824

萩原　涼介    ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ     京都外大西高    高校（2）11 26023

中村　　仁    ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ        京都踏水会      高校（2）12 26513

生見　泰聖    ﾇｸﾐ ﾀｲｾｲ        太成学院大高    高校（3）13 27100

渡邊　天馬    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ       イ ト マ ン     高校（2）14 27212

井本　一輝    ｲﾓﾄ ｲｯｷ         イ ト マ ン     高校（3）15 27212

黒川　紫唯    ｸﾛｶﾜ ｼｭｲ        ｲﾄﾏﾝ富田林      高校（2）16 27360

井ノ上昭輝    ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ       コナミ西宮      高校（3）17 28824

増田　達哉    ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ        NSI南あわじ     高校（3）18 28912

高田　航輔    ﾀｶﾀ ｺｳｽｹ        九産大九州高    高校（3）19 40008
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男子 1500m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ＣＳ

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

坂本　春空    ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｸ        ｾﾝﾄﾗﾙ横手       高校（1）1 05800

黒澤　佑介    ｸﾛｻﾜ ﾕｳｽｹ       県央ＳＳ        高校（3）2 10525

岡野　健太    ｵｶﾉ ｹﾝﾀ         スウィン大教    中学（3）3 11575

野本　真也    ﾉﾓﾄ ｼﾝﾔ         スウィン埼玉    中学（3）4 11585

今井　柊介    ｲﾏｲ ｼｭｳｽｹ       ユアー蕨        中学（1）5 11603

庭野　直樹    ﾆﾜﾉ ﾅｵｷ         スウィン美園    高校（1）6 11659

蔵本　大和    ｸﾗﾓﾄ ﾔﾏﾄ        柏洋・南        中学（3）7 12529

大作　健二    ｵｵｻｸ ｹﾝｼﾞ       柏洋・江        高校（3）8 12542

江沢　　陸    ｴｻﾞﾜ ﾘｸ         ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高校（1）9 12546

永野　　蒼    ﾅｶﾞﾉ ｿｳ         日大豊山        高校（1）10 13236

瀬良　紘太    ｾﾗ ｺｳﾀ          日大豊山        高校（2）11 13236

小久保拓真    ｺｸﾎﾞ ﾀｸﾏ        日大豊山        高校（3）12 13236

米山　　毅    ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ        ｲﾄﾏﾝ東伏見      高校（3）13 13504

平田　凌汰    ﾋﾗﾀ ﾘｮｳﾀ        セ・ときわ台    高校（1）14 13592

天野　開斗    ｱﾏﾉ ｶｲﾄ         名古屋高        高校（1）15 22022

大野虎治郎    ｵｵﾉ ｺｼﾞﾛｳ       豊川高          高校（1）16 22308

金星　洋将    ｶﾅﾎﾞｼ ﾖｳｽｹ      桃山学院        高校（2）17 27088

生見　泰聖    ﾇｸﾐ ﾀｲｾｲ        太成学院大高    高校（3）18 27100

井本　一輝    ｲﾓﾄ ｲｯｷ         イ ト マ ン     高校（3）19 27212

田丸　敬也    ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ         ＮＡＣＬ        高校（3）20 27214

金谷　　駿    ｶﾅﾀﾆ ｼｭﾝ        ｲﾄﾏﾝひばり      中学（2）21 27215

中村　　元    ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ       枚方ＳＳ        高校（1）22 27327

岩住宏一郎    ｲﾜｽﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ    枚方ＳＳ        中学（3）23 27327

今村　圭吾    ｲﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ       田尻水泳連盟    高校（1）24 27376

加藤　睦也    ｶﾄｳ ﾁｶﾔ         ＪＳＳ八尾      高校（2）25 27503

久保田一矢    ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾔ       イトマン神戸    高校（2）26 28815

井ノ上昭輝    ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ       コナミ西宮      高校（3）27 28824

加登　結翔    ｶﾄｳ ﾕｲﾄ         ＪＳＳ北神戸    中学（2）28 28899

本山　　空    ﾓﾄﾔﾏ ｸｳ         ＭＧニッシン    高校（2）29 29209

辻　　大輝    ﾂｼﾞ ﾀﾞｲｷ        Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ       高校（1）30 29226

道浦　雅弘    ﾐﾁｳﾗ ﾏｻﾋﾛ       パルワカヤマ    高校（2）31 30501

中山　　響    ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳ        パルワカヤマ    中学（3）32 30501

渡辺　翔大    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ      サンダーＳＳ    高校（1）33 36509

野田　京聖    ﾉﾀﾞ ｷｮｳｾｲ       佐賀学園高校    高校（3）34 41004

吉村　和真    ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ       ビートＳＣ      高校（1）35 42313
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男子   50m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ＣＳ

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

山田　海都    ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ        ＳＡソシア      高校（1）1 01150

髙内　愛斗    ﾀｶｳﾁ ｱｲﾄ        日大山形        高校（1）2 06010

藤田　大翔    ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ        山形中央        高校（2）3 06069

忍田　　尊    ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ        ｲﾄﾏﾝ古河        高校（1）4 08150

三浦　玲央    ﾐｳﾗ ﾚｵ          スウィン吉井    高校（3）5 10556

松山　　陸    ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ         スウィン鷲宮    高校（3）6 11602

養日　　聖    ﾖｳｶ ｻﾄｼ         ＪＳＳ大原      中学（3）7 12580

田中　雄貴    ﾀﾅｶ ﾕｳｷ         日大豊山        高校（1）8 13236

古屋　龍希    ﾌﾙﾔ ﾘｭｳｷ        Ｓｔｙｌｅ１    高校（3）9 13542

古屋　璃空    ﾌﾙﾔ ﾘｸ          Ｓｔｙｌｅ１    高校（1）10 13542

臼井　礼人    ｳｽｲ ｱﾔﾄ         協栄ＭＤ町田    高校（2）11 13610

由良　柾貴    ﾕﾗ ﾏｻｷ          コナミ立川      高校（3）12 13627

三瓶　嵩将    ｻﾝﾍﾟｲ ﾀｶﾏｻ      日大藤沢        高校（2）13 14057

木村佳寿帆    ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾎ        ＡＦＡＳ伊那    高校（3）14 16520

早坂　　亮    ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ        中越            高校（3）15 17210

上坂　侑輝    ｳｴｻｶ ﾕｳｷ        飛龍高校        高校（2）16 21018

廣橋　諒人    ﾋﾛﾊｼ ｱｷﾄ        浜名湖ＳＳ      高校（1）17 21820

稲葉　龍騎    ｲﾅﾊﾞ ﾘｭｳｷ       中京大中京高    高校（2）18 22029

武田　守運    ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳﾝ       中京大中京高    高校（2）19 22029

中野　　黎    ﾅｶﾉ ﾗｲ          ウィル大口      高校（3）20 22139

入江　五陸    ｲﾘｴ ｲﾂﾑ         大体大浪商      高校（3）21 27063

三木慎之介    ﾐｷ ｼﾝﾉｽｹ        太成学院大高    高校（1）22 27100

奈須　一樹    ﾅｽ ｶｽﾞｷ         イトマン守口    高校（3）23 27267

赤坂　太成    ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ       イトマン西神    高校（1）24 28880

三代　魁生    ﾐｼﾛ ｶｲｾｲ        平田ＳＳ        高校（3）25 32253

仮屋　陽貴    ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ         オーバル総社    中学（3）26 33028

漆間　　凜    ｳﾙﾏ ﾘﾝ          ＫＳＧ大橋      高校（2）27 40504

小鶴　皓大    ｺﾂﾞﾙ ｺｳﾀﾞｲ      KSG福岡ｶﾎSS     高校（2）28 40802

寺川琉之介    ﾃﾗｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ     ビート伊万里    中学（2）29 41121

御手洗大心    ﾐﾀﾗｲ ﾀｲｼﾝ       佐伯鶴城        高校（3）30 44009

廣瀬　仁人    ﾋﾛｾ ﾏｻﾄ         鹿児島情報高    高校（3）31 46032
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本保　勇斗    ﾎﾝﾎﾞ ﾕｳﾄ        ｲﾄﾏﾝ宮の森      高校（3）1 01187

髙内　愛斗    ﾀｶｳﾁ ｱｲﾄ        日大山形        高校（1）2 06010

三浦　玲央    ﾐｳﾗ ﾚｵ          スウィン吉井    高校（3）3 10556

井ノ上　樹    ｲﾉｳｴ ﾀﾂｷ        スウィン大宮    高校（3）4 11508

伊藤　智裕    ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ        日大豊山        高校（2）5 13236

米山　　毅    ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ        ｲﾄﾏﾝ東伏見      高校（3）6 13504

臼井　礼人    ｳｽｲ ｱﾔﾄ         協栄ＭＤ町田    高校（2）7 13610

由良　柾貴    ﾕﾗ ﾏｻｷ          コナミ立川      高校（3）8 13627

松山　元哉    ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ        湘南工大附      高校（3）9 14002

三瓶　嵩将    ｻﾝﾍﾟｲ ﾀｶﾏｻ      日大藤沢        高校（2）10 14057

栁川　大樹    ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ      SPﾎｳﾄｸ金沢      高校（2）11 14584

渡辺　悠登    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ       佐久長聖SC      高校（2）12 16562

早坂　　亮    ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ        中越            高校（3）13 17210

田中　逸爽    ﾀﾅｶ ｲｯｻ         富山ＳＣ        高校（2）14 18500

平野　洋康    ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾔｽ        ナントＳＣ      高校（2）15 18504

上坂　侑輝    ｳｴｻｶ ﾕｳｷ        飛龍高校        高校（2）16 21018

稲葉　龍騎    ｲﾅﾊﾞ ﾘｭｳｷ       中京大中京高    高校（2）17 22029

武田　守運    ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳﾝ       中京大中京高    高校（2）18 22029

永井　洋斗    ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾄ        ＪＳＳ比良      高校（3）19 22205

高橋　篤広    ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ       平針ＳＳ        高校（3）20 22294

入江　五陸    ｲﾘｴ ｲﾂﾑ         大体大浪商      高校（3）21 27063

辻本　瑞樹    ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ      桃山学院        高校（2）22 27088

木下　周勇    ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ       イ ト マ ン     高校（3）23 27212

奈須　一樹    ﾅｽ ｶｽﾞｷ         イトマン守口    高校（3）24 27267

藤井　亮汰    ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ       コパン長尾      高校（2）25 27358

福本　勝太    ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ       市川高校        高校（3）26 28602

高　　大輔    ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ        関西学院高      高校（3）27 28603

川端　陸椰    ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｸﾔ       添上高校        高校（3）28 29108

眞鍋　嵐士    ﾏﾅﾍﾞ ｱﾗｼ        ＫＳＧミドリ    高校（3）29 34082

小鶴　皓大    ｺﾂﾞﾙ ｺｳﾀﾞｲ      KSG福岡ｶﾎSS     高校（2）30 40802

村上賢之慎    ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾉｼﾝ      ﾙﾈｻﾝｽ熊本南     高校（2）31 43823

御手洗大心    ﾐﾀﾗｲ ﾀｲｼﾝ       佐伯鶴城        高校（3）32 44009
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本保　勇斗    ﾎﾝﾎﾞ ﾕｳﾄ        ｲﾄﾏﾝ宮の森      高校（3）1 01187

髙内　愛斗    ﾀｶｳﾁ ｱｲﾄ        日大山形        高校（1）2 06010

三浦　玲央    ﾐｳﾗ ﾚｵ          スウィン吉井    高校（3）3 10556

濵田　真大    ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾋﾛ        日大豊山        高校（2）4 13236

伊藤　智裕    ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ        日大豊山        高校（2）5 13236

米山　　毅    ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ        ｲﾄﾏﾝ東伏見      高校（3）6 13504

臼井　礼人    ｳｽｲ ｱﾔﾄ         協栄ＭＤ町田    高校（2）7 13610

由良　柾貴    ﾕﾗ ﾏｻｷ          コナミ立川      高校（3）8 13627

八田　勝優    ﾊｯﾀ ｶﾂﾖｼ        ＪＳＳ八王子    高校（3）9 13664

松山　元哉    ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ        湘南工大附      高校（3）10 14002

三瓶　嵩将    ｻﾝﾍﾟｲ ﾀｶﾏｻ      日大藤沢        高校（2）11 14057

長瀬　　空    ﾅｶﾞｾ ｿﾗ         のぼりとSCHH    高校（3）12 14520

田中　逸爽    ﾀﾅｶ ｲｯｻ         富山ＳＣ        高校（2）13 18500

上坂　侑輝    ｳｴｻｶ ﾕｳｷ        飛龍高校        高校（2）14 21018

永井　洋斗    ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾄ        ＪＳＳ比良      高校（3）15 22205

高橋　篤広    ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ       平針ＳＳ        高校（3）16 22294

山下　結生    ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ         豊川高          高校（2）17 22308

下家　快斗    ｼﾓｲｴ ｶｲﾄ        洛南高校        高校（2）18 26001

長牛　太佑    ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ     京都踏水会      高校（2）19 26513

辻本　瑞樹    ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ      桃山学院        高校（2）20 27088

吉田　怜生    ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ         桃山学院        高校（3）21 27088

木下　周勇    ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ       イ ト マ ン     高校（3）22 27212

奈須　一樹    ﾅｽ ｶｽﾞｷ         イトマン守口    高校（3）23 27267

辻野　優輝    ﾂｼﾞﾉ ﾕｳｷ        ｾﾝﾄﾗﾙみなと     高校（2）24 27365

福本　勝太    ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ       市川高校        高校（3）25 28602

高　　大輔    ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ        関西学院高      高校（3）26 28603

塩田　羽登    ｼｵﾀ ﾜﾄ          ＯＥＩＳＳ      高校（2）27 29213

佐藤　貴道    ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾁ        美作            高校（2）28 33305

眞鍋　嵐士    ﾏﾅﾍﾞ ｱﾗｼ        ＫＳＧミドリ    高校（3）29 34082

三原　一真    ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏ        ジャパン高松    高校（3）30 36501

市川　　薫    ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ        八幡浜高校      高校（2）31 38023

金川　直樹    ｶﾅｶﾞﾜ ﾅｵｷ       九産大九州高    高校（3）32 40008

小鶴　皓大    ｺﾂﾞﾙ ｺｳﾀﾞｲ      KSG福岡ｶﾎSS     高校（2）33 40802

村上賢之慎    ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾉｼﾝ      ﾙﾈｻﾝｽ熊本南     高校（2）34 43823

中園　剛志    ﾅｶｿﾞﾉ ﾂﾖｼ       鹿児島情報高    高校（2）35 46032
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井口　大希    ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ       コナミ新札幌    中学（3）1 01132

小山内元気    ｵｻﾅｲ ｹﾞﾝｷ       八戸工大一高    高校（3）2 02015

次田　海斗    ｼﾀﾞ ｶｲﾄ         仙台SS南小泉    高校（1）3 04302

谷藤　大斗    ﾀﾆﾌｼﾞ ﾔﾏﾄ       ﾙﾈｻﾝｽ長町南     高校（1）4 04303

小澤　　幹    ｵｻﾞﾜ ﾓﾄｷ        東坂戸ＳＳ      中学（3）5 11524

嶋村　　航    ｼﾏﾑﾗ ｺｳ         ｾﾝﾄﾗﾙ川越       高校（1）6 11543

永島　直樹    ﾅｶﾞｼﾏ ﾅｵｷ       スウィン大教    高校（3）7 11575

落合　兼優    ｵﾁｱｲ ｶﾈﾏｻ       ｾﾝﾄﾗﾙ千葉       高校（2）8 12503

岡留　大和    ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ       稲毛インター    中学（2）9 12521

齋藤　　凜    ｻｲﾄｳ ﾘﾝ         Ｌ＆ＭＳＣ      高校（1）10 12596

髙橋　佑太    ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ        ﾌﾟﾚｵﾝ船橋       高校（2）11 12602

小野　泰己    ｵﾉ ﾀｲｷ          ｼﾞｮｲﾌﾙ千葉      中学（3）12 12604

大倉　綾太    ｵｵｸﾗ ﾘｮｳﾀ       日大豊山        高校（3）13 13236

中島　庸午    ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｺﾞ      日大豊山        高校（2）14 13236

北城　稜真    ｷﾀｼﾛ ﾘｮｳﾏ       東京ＳＣ        高校（1）15 13530

松本恭太郎    ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ     東京ＳＣ        高校（1）16 13530

塩野　拓未    ｼｵﾉ ﾀｸﾐ         ｾﾝﾄﾗﾙ福生       高校（2）17 13538

佐藤　洋輔    ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ        三菱養和ＳＳ    中学（3）18 13552

高久　麻希    ﾀｶｸ ｱｻｷ         セ・ときわ台    高校（3）19 13592

根本　大雅    ﾈﾓﾄ ﾀｲｶﾞ        湘南工大附      高校（1）20 14002

日髙　颯哉    ﾋﾀﾞｶ ｿｳﾔ        湘南工大附      高校（2）21 14002

田中光太郎    ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ       ＯＣＥＡＮ      高校（3）22 14549

小泉　龍馬    ｺｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾏ      NECGSC溝の口    高校（2）23 14658

小池　凌椰    ｺｲｹ ﾘｮｳﾔ        フィッツ竜王    高校（2）24 15520

近江ハリー    ｵｳﾐ ﾊﾘｰ         大町ＳＳ        高校（3）25 16527

中田秀次郎    ﾅｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞﾛｳ    富山ＳＣ        中学（2）26 18500

市川　晏匡    ｲﾁｶﾜ ﾔｽﾀﾀﾞ      飛龍高校        高校（2）27 21018

石田　竜一    ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ      飛龍高校        高校（2）28 21018

釜田　起来    ｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ        静岡市立        高校（3）29 21106

松田　藍青    ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｾｲ       愛知高          高校（1）30 22015

井上　大輔    ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ      名古屋高        高校（1）31 22022

柳瀬　航志    ﾔﾅｾ ｺｳｼ         名古屋高        高校（2）32 22022

永井　　豪    ﾅｶﾞｲ ｺﾞｳ        岡崎竜城ＳＣ    高校（3）33 22045

永井　翔太    ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ       ＪＳＳ中川      高校（3）34 22220

菊地　逸平    ｷｸﾁ ｲｯﾍﾟｲ       パル西尾        高校（3）35 22247

播摩　賢治    ﾊﾘﾏ ｹﾝｼﾞ        平針ＳＳ        高校（3）36 22294

森　　耀平    ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ         豊川高          高校（2）37 22308

長澤　　樹    ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ       豊川高          高校（2）38 22308

谷口　　空    ﾀﾆｸﾞﾁ ｿﾗ        あすなろＳＳ    高校（1）39 23008

川波　凜大    ｶﾜﾅﾐ ﾘﾝﾀ        イトマン守山    高校（2）40 25313

山本　聖蓮    ﾔﾏﾓﾄ ｾﾚﾝ        いずみ能登川    高校（2）41 25332

小川　慶馬    ｵｶﾞﾜ ｹｲﾏ        関大一          高校（2）42 27025

南條　光輝    ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ      桃山学院        高校（3）43 27088

木村虎太郎    ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ        イトマン江坂    高校（3）44 27289

神園　航平    ｶﾐｿﾉ ｺｳﾍｲ       ＮＳＩ古川橋    中学（3）45 27378

大蔵　礼生    ｵｵｸﾗ ﾚｵ         ＭＧニッシン    中学（3）46 29209

増田　　開    ﾏｽﾀﾞ ｶｲ         坂出伊藤ＳＳ    高校（2）47 36508

安原　聖力    ﾔｽﾊﾗ ﾋｼﾞﾘ       みかづきＳＳ    高校（2）48 39501

後藤　旭登    ｺﾞﾄｳ ｱｻﾄ        ＫＳＧ大橋      高校（2）49 40504

居石　錬成    ｽｴｲｼ ﾚﾝｾｲ       佐賀商業        高校（3）50 41003
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森田　敏正    ﾓﾘﾀ ﾄｼﾏｻ        佐賀ﾕｰﾄﾋﾟｱ      中学（3）51 41056

隈部　飛鴻    ｸﾏﾍﾞ ﾀｶﾄｷ       アレスト八代    高校（2）52 43518

池田　匡佑    ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ      原田学園ＳＳ    高校（2）53 46515
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小山内元気    ｵｻﾅｲ ｹﾞﾝｷ       八戸工大一高    高校（3）1 02015

徳淵　　凜    ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ        守谷インター    高校（3）2 08135

永島　直樹    ﾅｶﾞｼﾏ ﾅｵｷ       スウィン大教    高校（3）3 11575

落合　兼優    ｵﾁｱｲ ｶﾈﾏｻ       ｾﾝﾄﾗﾙ千葉       高校（2）4 12503

中島　庸午    ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｺﾞ      日大豊山        高校（2）5 13236

大倉　綾太    ｵｵｸﾗ ﾘｮｳﾀ       日大豊山        高校（3）6 13236

藤田　大翔    ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ       日大豊山        高校（2）7 13236

高橋　健汰    ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ        ｲﾄﾏﾝ東伏見      高校（2）8 13504

荒井　悠太    ｱﾗｲ ﾕｳﾀ         アクラブ稲城    高校（3）9 13539

高久　麻希    ﾀｶｸ ｱｻｷ         セ・ときわ台    高校（3）10 13592

日髙　颯哉    ﾋﾀﾞｶ ｿｳﾔ        湘南工大附      高校（2）11 14002

山尾　隼人    ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ         NECGSC玉川      高校（3）12 14505

田中光太郎    ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ       ＯＣＥＡＮ      高校（3）13 14549

小泉　龍馬    ｺｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾏ      NECGSC溝の口    高校（2）14 14658

近江ハリー    ｵｳﾐ ﾊﾘｰ         大町ＳＳ        高校（3）15 16527

石田　竜一    ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ      飛龍高校        高校（2）16 21018

釜田　起来    ｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ        静岡市立        高校（3）17 21106

柳瀬　航志    ﾔﾅｾ ｺｳｼ         名古屋高        高校（2）18 22022

小森　裕太    ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ         ＪＳＳ比良      高校（3）19 22205

永井　翔太    ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ       ＪＳＳ中川      高校（3）20 22220

森　　耀平    ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ         豊川高          高校（2）21 22308

川波　凜大    ｶﾜﾅﾐ ﾘﾝﾀ        イトマン守山    高校（2）22 25313

山本　聖蓮    ﾔﾏﾓﾄ ｾﾚﾝ        いずみ能登川    高校（2）23 25332

南條　光輝    ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ      桃山学院        高校（3）24 27088

岡元　海風    ｵｶﾓﾄ ｶﾌｳ        太成学院大高    高校（2）25 27100

池下　慎粋    ｲｹｼﾀ ﾖｼﾀﾀﾞ      イトマン守口    高校（2）26 27267

松島　優太    ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀ        イトマン江坂    高校（3）27 27289

本田　航平    ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ       鳥取東          高校（3）28 31001

増田　　開    ﾏｽﾀﾞ ｶｲ         坂出伊藤ＳＳ    高校（2）29 36508

幸田　太一    ｺｳﾀﾞ ﾀｲﾁ        ＯＫ藍住        高校（3）30 37506

後藤　旭登    ｺﾞﾄｳ ｱｻﾄ        ＫＳＧ大橋      高校（2）31 40504

今西　優太    ｲﾏﾆｼ ﾕｳﾀ        ＫＳＧときわ    高校（2）32 40606

榎田　大己    ｴﾉｷﾀﾞ ﾀﾞｲｷ      鹿児島情報高    高校（3）33 46032
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小山内元気    ｵｻﾅｲ ｹﾞﾝｷ       八戸工大一高    高校（3）1 02015

河原　隼斗    ｶﾜﾊﾗ ﾊﾔﾄ        ｽｳｨﾝあざみ      高校（2）2 10526

永島　直樹    ﾅｶﾞｼﾏ ﾅｵｷ       スウィン大教    高校（3）3 11575

中間　祐介    ﾅｶﾏ ﾕｳｽｹ        春日部中央      高校（2）4 11615

落合　兼優    ｵﾁｱｲ ｶﾈﾏｻ       ｾﾝﾄﾗﾙ千葉       高校（2）5 12503

藤田　大翔    ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ       日大豊山        高校（2）6 13236

大倉　綾太    ｵｵｸﾗ ﾘｮｳﾀ       日大豊山        高校（3）7 13236

内山　湧斗    ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾄ        日体大荏原      高校（2）8 13239

荒井　悠太    ｱﾗｲ ﾕｳﾀ         アクラブ稲城    高校（3）9 13539

高久　麻希    ﾀｶｸ ｱｻｷ         セ・ときわ台    高校（3）10 13592

廣島　偉来    ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ        東京ドーム      高校（2）11 13639

正治　真弥    ｼｮｳｼﾞ ﾏﾋﾛ       SPﾎｳﾄｸ金沢      高校（2）12 14584

石田　竜一    ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ      飛龍高校        高校（2）13 21018

釜田　起来    ｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ        静岡市立        高校（3）14 21106

尾矢　海太    ｵﾔ ｼｲﾀ          中京大中京高    高校（2）15 22029

小森　裕太    ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ         ＪＳＳ比良      高校（3）16 22205

永井　翔太    ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ       ＪＳＳ中川      高校（3）17 22220

森　　耀平    ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ         豊川高          高校（2）18 22308

直江　篤樹    ﾅｵｴ ｱﾂｷ         尾鷲高          高校（3）19 23015

川波　凜大    ｶﾜﾅﾐ ﾘﾝﾀ        イトマン守山    高校（2）20 25313

岡元　海風    ｵｶﾓﾄ ｶﾌｳ        太成学院大高    高校（2）21 27100

佐藤　　翼    ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ        イトマン江坂    高校（2）22 27289

廣本　　新    ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ        ＪＳＳ宝塚      高校（2）23 28829

橋本　　響    ﾊｼﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ       イトマン富雄    高校（2）24 29201

本田　航平    ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ       鳥取東          高校（3）25 31001

幸田　太一    ｺｳﾀﾞ ﾀｲﾁ        ＯＫ藍住        高校（3）26 37506

後藤　旭登    ｺﾞﾄｳ ｱｻﾄ        ＫＳＧ大橋      高校（2）27 40504

今西　優太    ｲﾏﾆｼ ﾕｳﾀ        ＫＳＧときわ    高校（2）28 40606

居石　錬成    ｽｴｲｼ ﾚﾝｾｲ       佐賀商業        高校（3）29 41003

榎田　大己    ｴﾉｷﾀﾞ ﾀﾞｲｷ      鹿児島情報高    高校（3）30 46032
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今野　文翔    ｺﾝﾉ ﾌﾐﾄ         水沢ＳＣ        高校（2）1 03505

鑓野目遼弥    ﾔﾘﾉﾒ ﾘｮｳﾔ       秋田ＡＣ        高校（1）2 05400

鎌上　将大    ｶﾏｶﾐ ﾏｻﾋﾛ       山形中央        高校（2）3 06069

安齋　叶空    ｱﾝｻﾞｲ ﾄｱ        SW大教二本松    高校（3）4 07816

蓮沼　椋祐    ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ      ｽｳｨﾝ宇都宮      中学（3）5 09530

荒木勇太郎    ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ       ｽｳｨﾝあざみ      高校（2）6 10526

丹保　　陸    ﾀﾝﾎﾞ ﾘｸ         スウィン美園    高校（1）7 11659

山本　拓武    ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ        ｾﾝﾄﾗﾙ谷津       高校（3）8 12501

永藤　修一    ﾅｶﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ     ｾﾝﾄﾗﾙ谷津       高校（2）9 12501

岩立　健太    ｲﾜﾀﾃ ｹﾝﾀ        メガロス柏      高校（2）10 12527

山口将太郎    ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ    ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高校（1）11 12546

森　　潮音    ﾓﾘ ｼｵﾈ          ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高校（3）12 12546

光永　翔音    ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｵﾝ     ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸    中学（2）13 12550

川嶋虎太郎    ｶﾜｼﾏ ｺﾀﾛｳ       イトマン千葉    高校（3）14 12589

木村　圭佑    ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ        JSSおゆみ野     高校（2）15 12622

大見　碧士    ｵｵﾐ ｱｵﾄ         日大豊山        高校（1）16 13236

山口　遼大    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ      三菱養和ＳＳ    中学（3）17 13552

佐藤　勇太    ｻﾄｳ ﾕｳﾀ         三菱養和ＳＳ    高校（3）18 13552

大竹　　翼    ｵｵﾀｹ ﾂﾊﾞｻ       ﾙﾈｻﾝｽ両国       高校（1）19 13587

山崎　寛史    ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝｼﾞ      ｾﾝﾄﾗﾙ西東京     高校（2）20 13598

三輪　颯人    ﾐﾜ ﾊﾔﾄ          新代田ＳＳ      高校（2）21 13602

田中　一颯    ﾀﾅｶ ｲｯｻ         湘南工大附      高校（2）22 14002

讃岐　徳弘    ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ        NECGSC玉川      高校（2）23 14505

星合謙一郎    ﾎｼｱｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ     鎌倉ＳＳ        高校（1）24 14526

岩崎　世那    ｲﾜｻｷ ｾﾅ         都留            高校（3）25 15017

小西　佑茉    ｺﾆｼ ﾕｳﾏ         ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲西     高校（3）26 15506

近山　玲央    ﾁｶﾔﾏ ﾚｵ         日本文理        高校（2）27 17208

吉田　圭佑    ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ       中越            高校（3）28 17210

矢澤　祥太    ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ       上越正和ＳＳ    高校（1）29 17506

毛利慎之介    ﾓｳﾘ ｼﾝﾉｽｹ       おおいアクア    中学（3）30 20513

村田　迅永    ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｴｲ       飛龍高校        高校（3）31 21018

倉知　大和    ｸﾗﾁ ﾔﾏﾄ         城南静岡        高校（3）32 21108

鈴木　虎樹    ｽｽﾞｷ ﾄﾗｷ        城南静岡        高校（3）33 21108

杉山　大晟    ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲｾｲ      ｾｲｼﾝ千代田      中学（3）34 21707

山田　　隼    ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ        袋井ＳＣ        高校（2）35 21813

野村　響生    ﾉﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ        ｲﾄﾏﾝ春日井      高校（2）36 22020

片桐　拓海    ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾐ       中京大中京高    高校（1）37 22029

高見　諒真    ﾀｶﾐ ﾘｮｳﾏ        中京大中京高    高校（1）38 22029

内藤　大翔    ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾄ        コパン鳴海      高校（2）39 22116

成田　翔一    ﾅﾘﾀ ｼｮｳｲﾁ       ＪＳＳ比良      高校（3）40 22205

竹下　和輝    ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞｷ       ロイヤルＳＰ    高校（3）41 22214

酒井　祥大    ｻｶｲ ｼｮｳﾀ        ＳＳＣ竜城      高校（2）42 22246

塚本　大翔    ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ        ＳＳＣ竜城      高校（3）43 22246

原崎　伊織    ﾊﾗｻﾞｷ ｲｵﾘ       豊川高          高校（2）44 22308

横山　栞優    ﾖｺﾔﾏ ｶｷﾞﾛ       津トップＳＣ    高校（2）45 23072

古川　裕基    ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ        イトマン草津    高校（2）46 25301

中野　航輔    ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ        イトマン彦根    高校（3）47 25306

弓削　　颯    ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ         いずみ能登川    高校（2）48 25332

古橋　龍祐    ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ      洛南高校        高校（3）49 26001

小林　達郎    ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾛｳ      関大北陽        高校（2）50 27081
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斉藤　堅生    ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ       桃山学院        高校（3）51 27088

森本　哲平    ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ      イ ト マ ン     高校（2）52 27212

好川　大雅    ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ       イトマン守口    高校（3）53 27267

山田　啓史    ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ       ＮＳＩ花園      中学（3）54 27353

重本孝太郎    ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ     ＪＳＳ三木      高校（2）55 28810

瀧川　浩夢    ﾀｷｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ       ADむそたSC      高校（2）56 30524

藤原　秀斗    ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｭｳﾄ      ＪＳＳ米子      高校（2）57 31504

千々松琉之介  ﾁﾁﾞﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ    ＯＳＫ岡山      高校（1）58 33002

藤原　一颯    ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｯｻ       呉市水連        高校（2）59 34009

山下　素直    ﾔﾏｼﾀ ｽﾅｵ        ジャパン高松    高校（3）60 36501

山田　晃司    ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ       坂出伊藤ＳＳ    高校（2）61 36508

佐藤　晴輝    ｻﾄｳ ﾊﾙｷ         ＫＳＧ九産大    高校（1）62 40506

萬燈　祐仁    ﾏﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ       はるおか原      中学（3）63 40518

伊東　　翼    ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ        ＫＳＧときわ    高校（1）64 40606

川﨑　佑紀    ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ        長崎南山        高校（2）65 42022

谷口　　諒 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ ﾋﾞｰﾄあぜかり 中学（3）66 42330

生田　悠斗    ｲｸﾀ ﾕｳﾄ         桜泳ミキ21      高校（2）67 43544

田中　大寛    ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ        別府翔青高      高校（3）68 44014

岩元　大秀    ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲﾎ       鹿児島高        高校（3）69 46021
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新山　　光    ﾆｲﾔﾏ ﾋｶﾙ        秋田商業高校    高校（3）1 05416

鎌上　将大    ｶﾏｶﾐ ﾏｻﾋﾛ       山形中央        高校（2）2 06069

安齋　叶空    ｱﾝｻﾞｲ ﾄｱ        SW大教二本松    高校（3）3 07816

酒井　　静    ｻｶｲ ｼｽﾞｶ        スウィン鷲宮    高校（3）4 11602

山本　拓武    ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ        ｾﾝﾄﾗﾙ谷津       高校（3）5 12501

川嶋虎太郎    ｶﾜｼﾏ ｺﾀﾛｳ       イトマン千葉    高校（3）6 12589

井上　　海    ｲﾉｳｴ ｶｲ         ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     高校（2）7 12600

関　　海輝    ｾｷ ﾐﾂｷ          日大豊山        高校（3）8 13236

前原　優真    ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾏ        ﾒｶﾞﾛｽ八王子     高校（2）9 13580

山崎　寛史    ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝｼﾞ      ｾﾝﾄﾗﾙ西東京     高校（2）10 13598

山口　愛斗    ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ       ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       高校（3）11 13694

本多　　灯    ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ        日大藤沢        高校（3）12 14057

吉田　圭佑    ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ       中越            高校（3）13 17210

倉知　大和    ｸﾗﾁ ﾔﾏﾄ         城南静岡        高校（3）14 21108

松葉　柊哉    ﾏﾂﾊﾞ ｼｭｳﾔ       ハマスポ        高校（3）15 21826

内藤　大翔    ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾄ        コパン鳴海      高校（2）16 22116

成田　翔一    ﾅﾘﾀ ｼｮｳｲﾁ       ＪＳＳ比良      高校（3）17 22205

江角　真叶    ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ         豊川高          高校（3）18 22308

原崎　伊織    ﾊﾗｻﾞｷ ｲｵﾘ       豊川高          高校（2）19 22308

山田　悠太    ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ        アシスト蟹江    高校（2）20 22358

古橋　龍祐    ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ      洛南高校        高校（3）21 26001

斉藤　堅生    ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ       桃山学院        高校（3）22 27088

森本　哲平    ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ      イ ト マ ン     高校（2）23 27212

好川　大雅    ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ       イトマン守口    高校（3）24 27267

松島　優太    ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀ        イトマン江坂    高校（3）25 27289

生部　悠樹    ｼｮｳﾌﾞ ﾕｳｷ       JSSさやま       高校（2）26 27362

北村　祥瑛    ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｴｲ      ﾙﾈｻﾝｽ姫路       高校（3）27 28923

杉井　郁哉    ｽｷﾞｲ ﾌﾐﾔ        ＯＳＫ岡山      高校（3）28 33002

松浦　　亨    ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳ        ＫＳＧミドリ    高校（3）29 34082

松川　晟士    ﾏﾂｶﾜ ｾｲｼﾞ       ＪＳＳ広島      高校（2）30 34112

山田　晃司    ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ       坂出伊藤ＳＳ    高校（2）31 36508
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照井　　尊    ﾃﾙｲ ﾀｹﾙ         ＪＳＳ北上      高校（3）1 03504

金　　直輝    ｺﾝ ﾅｵｷ          ｽｳｨﾝ伊勢崎      高校（2）2 10516

酒井　　静    ｻｶｲ ｼｽﾞｶ        スウィン鷲宮    高校（3）3 11602

岩城　優太    ｲﾜｷ ﾕｳﾀ         春日部中央      高校（2）4 11615

寺門　弦輝    ﾃﾗｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ      ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     高校（2）5 12600

井上　　海    ｲﾉｳｴ ｶｲ         ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     高校（2）6 12600

松尾　琉汰    ﾏﾂｵ ﾘｭｳﾀ        ドーム巣鴨      高校（2）7 13569

山崎　寛史    ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝｼﾞ      ｾﾝﾄﾗﾙ西東京     高校（2）8 13598

阿曽慎之介    ｱｿ ｼﾝﾉｽｹ        東京ドーム      高校（2）9 13639

山口　愛斗    ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ       ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       高校（3）10 13694

本多　　灯    ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ        日大藤沢        高校（3）11 14057

木倉　颯太    ｷｸﾗ ｿｳﾀ         ＪＳＳ富山      高校（2）12 18508

松葉　柊哉    ﾏﾂﾊﾞ ｼｭｳﾔ       ハマスポ        高校（3）13 21826

江角　真叶    ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ         豊川高          高校（3）14 22308

神　　偉雄    ｼﾞﾝ ｲｵ          豊川高          高校（2）15 22308

山田　悠太    ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ        アシスト蟹江    高校（2）16 22358

十亀　正暉    ｿｶﾞﾒ ﾏｻﾃﾙ       ｺﾊﾟﾝ近江八幡    高校（3）17 25312

斉藤　堅生    ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ       桃山学院        高校（3）18 27088

森本　哲平    ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ      イ ト マ ン     高校（2）19 27212

山田　啓史    ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ       ＮＳＩ花園      中学（3）20 27353

松浦　　亨    ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳ        ＫＳＧミドリ    高校（3）21 34082

松川　晟士    ﾏﾂｶﾜ ｾｲｼﾞ       ＪＳＳ広島      高校（2）22 34112
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三橋凜大朗    ﾐﾂﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ      八戸工大一高    高校（2）1 02015

岩崎　幹大    ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ        SW大教郡山      高校（3）2 07803

伹野　智哉    ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾔ        SW大教二本松    高校（3）3 07816

徳淵　　凜    ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ        守谷インター    高校（3）4 08135

大作　健二    ｵｵｻｸ ｹﾝｼﾞ       柏洋・江        高校（3）5 12542

髙橋　佑太    ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ        ﾌﾟﾚｵﾝ船橋       高校（2）6 12602

黒沼　良太    ｸﾛﾇﾏ ﾘｮｳﾀ       三菱養和ＳＳ    高校（2）7 13552

齋藤　慶介    ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ       ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       高校（2）8 13560

阿曽慎之介    ｱｿ ｼﾝﾉｽｹ        東京ドーム      高校（2）9 13639

八田　勝優    ﾊｯﾀ ｶﾂﾖｼ        ＪＳＳ八王子    高校（3）10 13664

中野　功大    ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ       NECGSC玉川      高校（2）11 14505

讃岐　徳弘    ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ        NECGSC玉川      高校（2）12 14505

長瀬　　空    ﾅｶﾞｾ ｿﾗ         のぼりとSCHH    高校（3）13 14520

中田優一郎    ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ     イトマン港北    高校（3）14 14645

田渕　海斗    ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ        NECGSC溝の口    高校（2）15 14658

皆川　隼人    ﾐﾅｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ       中越            高校（3）16 17210

神　　偉雄    ｼﾞﾝ ｲｵ          豊川高          高校（2）17 22308

長牛　太佑    ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ     京都踏水会      高校（2）18 26513

生見　泰聖    ﾇｸﾐ ﾀｲｾｲ        太成学院大高    高校（3）19 27100

田丸　敬也    ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ         ＮＡＣＬ        高校（3）20 27214

田中　一路    ﾀﾅｶ ｲﾁﾛ         ｾﾝﾄﾗﾙ四条畷     高校（2）21 27316

辻野　優輝    ﾂｼﾞﾉ ﾕｳｷ        ｾﾝﾄﾗﾙみなと     高校（2）22 27365

高　　大輔    ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ        関西学院高      高校（3）23 28603

北村　祥瑛    ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｴｲ      ﾙﾈｻﾝｽ姫路       高校（3）24 28923

志水　建斗    ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ        ﾙﾈｻﾝｽ姫路       高校（2）25 28923

佐藤　貴道    ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾁ        美作            高校（2）26 33305

山田　淳斗    ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾄ      ＫＳＧミドリ    高校（2）27 34082

高田　航輔    ﾀｶﾀ ｺｳｽｹ        九産大九州高    高校（3）28 40008

藤田　斗優    ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ        福岡ＳＣ        高校（3）29 40520

早﨑　遼真    ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ       ｾｲｶKAMOIKE      高校（3）30 46555
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大作　健二    ｵｵｻｸ ｹﾝｼﾞ       柏洋・江        高校（3）1 12542

黒沼　良太    ｸﾛﾇﾏ ﾘｮｳﾀ       三菱養和ＳＳ    高校（2）2 13552

齋藤　慶介    ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ       ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       高校（2）3 13560

阿曽慎之介    ｱｿ ｼﾝﾉｽｹ        東京ドーム      高校（2）4 13639

八田　勝優    ﾊｯﾀ ｶﾂﾖｼ        ＪＳＳ八王子    高校（3）5 13664

長瀬　　空    ﾅｶﾞｾ ｿﾗ         のぼりとSCHH    高校（3）6 14520

中田優一郎    ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ     イトマン港北    高校（3）7 14645

田渕　海斗    ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ        NECGSC溝の口    高校（2）8 14658

木倉　颯太    ｷｸﾗ ｿｳﾀ         ＪＳＳ富山      高校（2）9 18508

神　　偉雄    ｼﾞﾝ ｲｵ          豊川高          高校（2）10 22308

長牛　太佑    ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ     京都踏水会      高校（2）11 26513

脇田　力旭    ﾜｷﾀ ﾘｷ          桃山学院        高校（3）12 27088

前田　大輝    ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ       桃山学院        高校（1）13 27088

田中　一路    ﾀﾅｶ ｲﾁﾛ         ｾﾝﾄﾗﾙ四条畷     高校（2）14 27316

佐藤　貴道    ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾁ        美作            高校（2）15 33305

市川　　薫    ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ        八幡浜高校      高校（2）16 38023

高田　航輔    ﾀｶﾀ ｺｳｽｹ        九産大九州高    高校（3）17 40008

藤田　斗優    ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ        福岡ＳＣ        高校（3）18 40520

早﨑　遼真    ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ       ｾｲｶKAMOIKE      高校（3）19 46555
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阿部なつき    ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ         ヤクルト東      高校（3）1 02506

藤原　由唯    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ        埼玉栄          高校（3）2 11343

中村　天音    ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ        スウィン大宮    高校（3）3 11508

久保田梨琉    ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ         ｾﾝﾄﾗﾙ千葉       高校（2）4 12503

松村　多恵    ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ         コナミ津田沼    高校（3）5 12571

野村　京桜    ﾉﾑﾗ ｷｮｳｻｸﾗ      ﾉﾑﾗｽｲﾐﾝｸﾞ       高校（2）6 13550

上市　理奈    ｶﾐｲﾁ ﾘﾅ         ﾒｶﾞﾛｽ町田       高校（3）7 13593

上原みなみ    ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ        東京ＤＣ桜台    高校（2）8 13613

松本　信歩    ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ         東京ドーム      高校（2）9 13639

松浦麻理亜    ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ        ＳＡトム        高校（3）10 13668

栗山　百花    ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ        日大藤沢        高校（2）11 14057

大内　紗雪    ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ        日大藤沢        高校（3）12 14057

石井　美紗    ｲｼｲ ﾐｻ          NECGSC玉川      高校（2）13 14505

佐々木梨湖    ｻｻｷ ﾘｺ          ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高校（2）14 14628

竹内　華那    ﾀｹｳﾁ ｶﾅ         ATSC.YW         高校（3）15 14631

望月美優香    ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ       ﾙﾈｻﾝｽ港南中     高校（3）16 14649

伊東亜依海    ｲﾄｳ ｱｲﾐ         ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲西     高校（2）17 15506

今牧まりあ    ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ        ＩＳＣ飯田      高校（3）18 16522

松永　爽羽    ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ        とこはＳＳ      高校（2）19 21725

大池　瑞姫    ｵｵｲｹ ﾐｽﾞｷ       グランツ        高校（2）20 21744

小林　由奈    ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ       エスポ袋井      高校（2）21 21822

戸田　菜月    ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ         愛み大瑞穂高    高校（2）22 22011

伊與田寧々    ｲﾖﾀﾞ ﾈﾈ         椙山女学園高    高校（2）23 22014

榎本　華子    ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ        椙山女学園高    高校（3）24 22014

神野　ゆめ    ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ         中京大中京高    高校（2）25 22029

水谷　　楓    ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ      名古屋ＳＣ      高校（3）26 22035

土井　香凜    ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ         豊川高          高校（3）27 22308

伊藤　香乃    ｲﾄｳ ｶﾉ          あすなろＳＳ    高校（3）28 23008

伊藤　百花    ｲﾄｳ ﾓﾓｶ         あすなろＳＳ    高校（3）29 23008

青木　尚子    ｱｵｷ ﾅｵｺ         星の子ＳＳ      高校（2）30 26530

七牟禮友希    ﾅﾅﾑﾚ ﾕｷ         太成学院大高    高校（2）31 27100

星山　茅奈    ﾎｼﾔﾏ ﾁﾅ         ＮＡＣＬ        高校（2）32 27214

舩本　愛子    ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ        赤穂ＳＳ        高校（2）33 28910

川西　亜弥    ｶﾜﾆｼ ｱﾔ         ＭＧニッシン    高校（2）34 29209

武中香奈枝    ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ        和歌山北高校    高校（3）35 30003

森　　　慈    ﾓﾘ ｲﾂｷ          ＪＳＳ米子      高校（2）36 31504

菅原　千博    ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ       アズサ松山      高校（3）37 38226

田山　茅咲    ﾀﾔﾏ ﾁｻｷ         ベスト若宮      高校（2）38 40533

野口　美穂    ﾉｸﾞﾁ ﾐﾎ         ＫＳＧときわ    高校（2）39 40606

井上　結貴    ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ        ﾋﾞｰﾄ北九州      高校（3）40 40618

八木田絃音    ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ        マリーン鹿本    高校（2）41 43514
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ｷﾝｸﾞｱﾘｼｱ      ｷﾝｸﾞ ｱﾘｼｱ       ＳＡシーナ      高校（2）1 01218

阿部なつき    ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ         ヤクルト東      高校（3）2 02506

藤原　由唯    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ        埼玉栄          高校（3）3 11343

音喜多七心    ｵﾄｷﾀ ﾅﾅﾐ        スウィン大教    高校（3）4 11575

山本　葉月    ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ       スウィン埼玉    高校（2）5 11585

神田　美夢    ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ         スウィン埼玉    高校（3）6 11585

久保田梨琉    ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ         ｾﾝﾄﾗﾙ千葉       高校（2）7 12503

賀部　寿音    ｶﾍﾞ ｼﾞｭﾈ        Nalu Aquatic    高校（2）8 12526

田中　　花    ﾀﾅｶ ﾊﾅ          ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高校（2）9 12546

松村　多恵    ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ         コナミ津田沼    高校（3）10 12571

橋本季里香    ﾊｼﾓﾄ ｷﾘｶ        東京ＳＣ        高校（2）11 13530

三浦　亜依    ﾐｳﾗ ｱｲ          東京ＤＣ        高校（2）12 13534

田中　沙衣    ﾀﾅｶ ｻｴ          Ｓｔｙｌｅ１    高校（2）13 13542

上原みなみ    ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ        東京ＤＣ桜台    高校（2）14 13613

古井丸日菜    ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ         東京ドーム      高校（2）15 13639

松浦麻理亜    ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ        ＳＡトム        高校（3）16 13668

大内　紗雪    ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ        日大藤沢        高校（3）17 14057

栗山　百花    ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ        日大藤沢        高校（2）18 14057

神部　愛乃    ｶﾝﾍﾞ ｱｲﾉ        桐蔭学園        高校（2）19 14101

川口　茉美    ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ        ﾙﾈｻﾝｽ港南中     高校（2）20 14649

望月美優香    ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ       ﾙﾈｻﾝｽ港南中     高校（3）21 14649

天野　百望    ｱﾏﾉ ﾓﾓ          ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     高校（2）22 14656

倉本　　玲    ｸﾗﾓﾄ ﾚｲ         ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢       高校（3）23 14664

伊東亜依海    ｲﾄｳ ｱｲﾐ         ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲西     高校（2）24 15506

今牧まりあ    ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ        ＩＳＣ飯田      高校（3）25 16522

渡邊　真衣    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ        RSC富士         高校（3）26 21603

松永　爽羽    ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ        とこはＳＳ      高校（2）27 21725

戸田　菜月    ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ         愛み大瑞穂高    高校（2）28 22011

榎本　華子    ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ        椙山女学園高    高校（3）29 22014

神野　ゆめ    ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ         中京大中京高    高校（2）30 22029

水谷　　楓    ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ      名古屋ＳＣ      高校（3）31 22035

土井　香凜    ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ         豊川高          高校（3）32 22308

伊藤　香乃    ｲﾄｳ ｶﾉ          あすなろＳＳ    高校（3）33 23008

青木　尚子    ｱｵｷ ﾅｵｺ         星の子ＳＳ      高校（2）34 26530

中島　海聖    ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ       PAOLAB          高校（3）35 26851

林　　依茉    ﾊﾔｼ ｴﾏ          関大北陽        高校（3）36 27081

池本　凪沙    ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ       イ ト マ ン     高校（2）37 27212

大野なな実    ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ         市尼崎高        高校（3）38 28507

井上　真帆    ｲﾉｳｴ ﾏﾎ         須磨学園高校    高校（2）39 28615

川西　亜弥    ｶﾜﾆｼ ｱﾔ         ＭＧニッシン    高校（2）40 29209

武中香奈枝    ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ        和歌山北高校    高校（3）41 30003

森　　　慈    ﾓﾘ ｲﾂｷ          ＪＳＳ米子      高校（2）42 31504

菅原　千博    ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ       アズサ松山      高校（3）43 38226

田山　茅咲    ﾀﾔﾏ ﾁｻｷ         ベスト若宮      高校（2）44 40533

井上　結貴    ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ        ﾋﾞｰﾄ北九州      高校（3）45 40618

田上　舞美    ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ         ルーテル学院    高校（2）46 43110
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ｷﾝｸﾞｱﾘｼｱ      ｷﾝｸﾞ ｱﾘｼｱ       ＳＡシーナ      高校（2）1 01218

神田　美夢    ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ         スウィン埼玉    高校（3）2 11585

山本　葉月    ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ       スウィン埼玉    高校（2）3 11585

松村　多恵    ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ         コナミ津田沼    高校（3）4 12571

小川　萌々    ｵｶﾞﾜ ﾓﾓ         ロンド東村山    高校（2）5 13555

小原　天寧    ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ        ＳＡＴ雪ヶ谷    高校（2）6 13603

古井丸日菜    ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ         東京ドーム      高校（2）7 13639

川口　茉美    ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ        ﾙﾈｻﾝｽ港南中     高校（2）8 14649

望月美優香    ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ       ﾙﾈｻﾝｽ港南中     高校（3）9 14649

倉本　　玲    ｸﾗﾓﾄ ﾚｲ         ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢       高校（3）10 14664

竹田　彩乃    ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ        ＳＡ柏崎        高校（2）11 17538

松永　爽羽    ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ        とこはＳＳ      高校（2）12 21725

猪股萌々花    ｲﾉﾏﾀ ﾓﾓｶ        袋井ＳＣ        高校（2）13 21813

神野　ゆめ    ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ         中京大中京高    高校（2）14 22029

奥村　紗代    ｵｸﾑﾗ ｻﾖ         京都外大西高    高校（2）15 26023

池本　凪沙    ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ       イ ト マ ン     高校（2）16 27212

井上　真帆    ｲﾉｳｴ ﾏﾎ         須磨学園高校    高校（2）17 28615

高谷　海咲    ﾀｶﾔ ﾐｻｷ         S･ﾊﾟﾃｨｵ         高校（3）18 28816

横田　涼乃    ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ        コナミ西宮      高校（3）19 28824

武中香奈枝    ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ        和歌山北高校    高校（3）20 30003
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中島千咲代    ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｻﾖ       ＪＳＳ盛岡      高校（3）1 03500

増田　聖乃    ﾏｽﾀﾞ ｾｲﾉ        スウィン大教    高校（2）2 11575

宮下ももこ    ﾐﾔｼﾀ ﾓﾓｺ        スウィン坂戸    高校（3）3 11625

髙桑　美咲    ﾀｶｸﾜ ﾐｻｷ        ｽｳｨﾝ春日部      高校（2）4 11639

小川　幸夏    ｵｶﾞﾜ ｻﾁｶ        ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高校（2）5 12546

小林　　楓    ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ      ｲﾄﾏﾝ東伏見      高校（3）6 13504

舟久保七海    ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ       ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋     高校（3）7 13537

平田　萌夏    ﾋﾗﾀ ﾓｴｶ         セ・ときわ台    高校（3）8 13592

小原　天寧    ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ        ＳＡＴ雪ヶ谷    高校（2）9 13603

古井丸日菜    ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ         東京ドーム      高校（2）10 13639

串田　結依    ｸｼﾀﾞ ﾕｲ         ＪＳＳ八王子    高校（2）11 13664

水口　知保    ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ       ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       高校（3）12 13694

川口　茉美    ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ        ﾙﾈｻﾝｽ港南中     高校（2）13 14649

篠田　沙彩    ｼﾉﾀﾞ ｻｱﾔ        ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     高校（3）14 14656

竹田　彩乃    ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ        ＳＡ柏崎        高校（2）15 17538

桐山　佳穂    ｷﾘﾔﾏ ｶﾎ         ＭＧ浜松        高校（2）16 21810

猪股萌々花    ｲﾉﾏﾀ ﾓﾓｶ        袋井ＳＣ        高校（2）17 21813

奥村　紗代    ｵｸﾑﾗ ｻﾖ         京都外大西高    高校（2）18 26023

山本こゆき    ﾔﾏﾓﾄ ｺﾕｷ        イトマン京都    高校（2）19 26539

菊地　未愛    ｷｸﾁ ﾐﾁｶ         イ ト マ ン     高校（3）20 27212

種村　舞雪    ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ         イ ト マ ン     高校（2）21 27212

中村　　葵    ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ        枚方ＳＳ        高校（3）22 27327

村木　　心    ﾑﾗｷ ｺｺﾛ         須磨学園高校    高校（2）23 28615

内田　真樹    ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ         須磨学園高校    高校（3）24 28615

高谷　海咲    ﾀｶﾔ ﾐｻｷ         S･ﾊﾟﾃｨｵ         高校（3）25 28816

横田　涼乃    ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ        コナミ西宮      高校（3）26 28824

津田　歩季    ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ        ＳＵＮ姫路      高校（2）27 28848

難波　実夢    ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ         ＭＧニッシン    高校（2）28 29209

平田　美幸    ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ         八幡浜高校      高校（3）29 38023
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青木　虹光    ｱｵｷ ﾆｺ          ビート高崎      中学（2）1 10507

増田　聖乃    ﾏｽﾀﾞ ｾｲﾉ        スウィン大教    高校（2）2 11575

髙桑　美咲    ﾀｶｸﾜ ﾐｻｷ        ｽｳｨﾝ春日部      高校（2）3 11639

小川　幸夏    ｵｶﾞﾜ ｻﾁｶ        ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高校（2）4 12546

小林　　楓    ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ      ｲﾄﾏﾝ東伏見      高校（3）5 13504

川井　玲乃    ｶﾜｲ ﾚﾉ          田柄ＳＣ        中学（3）6 13524

江戸　あい    ｴﾄﾞ ｱｲ          Ａ＆Ａ西東京    中学（3）7 13527

舟久保七海    ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ       ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋     高校（3）8 13537

平田　萌夏    ﾋﾗﾀ ﾓｴｶ         セ・ときわ台    高校（3）9 13592

小原　天寧    ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ        ＳＡＴ雪ヶ谷    高校（2）10 13603

串田　結依    ｸｼﾀﾞ ﾕｲ         ＪＳＳ八王子    高校（2）11 13664

篠田　沙彩    ｼﾉﾀﾞ ｻｱﾔ        ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     高校（3）12 14656

長田　友唯    ｵｻﾀﾞ ﾕｲ         ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲西     高校（1）13 15506

竹田　彩乃    ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ        ＳＡ柏崎        高校（2）14 17538

平野　佐季    ﾋﾗﾉ ｻｷ          ナントＳＣ      中学（3）15 18504

髙　　遥香    ﾀｶ ﾊﾙｶ          とこはＳＳ      中学（1）16 21725

桐山　佳穂    ｷﾘﾔﾏ ｶﾎ         ＭＧ浜松        高校（2）17 21810

山口　愛華    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅｶ       東邦ＳＣ        中学（1）18 22062

花山　彩良    ﾊﾅﾔﾏ ｻﾗ         イトマン名張    中学（2）19 23091

松﨑江里子    ﾏﾂｻﾞｷ ｴﾘｺ       コパン可児      中学（3）20 24138

松下奈那香    ﾏﾂｼﾀ ﾅﾅｶ        イトマン京都    高校（3）21 26539

山本こゆき    ﾔﾏﾓﾄ ｺﾕｷ        イトマン京都    高校（2）22 26539

菊地　未愛    ｷｸﾁ ﾐﾁｶ         イ ト マ ン     高校（3）23 27212

種村　舞雪    ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ         イ ト マ ン     高校（2）24 27212

永尾　美友    ﾅｶﾞｵ ﾐﾕ         枚方ＳＳ        高校（2）25 27327

村木　　心    ﾑﾗｷ ｺｺﾛ         須磨学園高校    高校（2）26 28615

内田　真樹    ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ         須磨学園高校    高校（3）27 28615

青野　鈴夏    ｱｵﾉ ｽｽﾞｶ        イトマン神戸    中学（2）28 28815

横田　涼乃    ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ        コナミ西宮      高校（3）29 28824

中嶌　楓花    ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ       ＮＳＩ          中学（3）30 28840

津田　歩季    ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ        ＳＵＮ姫路      高校（2）31 28848

上田　幸歩    ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ         コナミ三田      高校（2）32 28860

松野仁衣奈    ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ         ＪＳＳ大久保    高校（1）33 28869

藤本　天海    ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾏﾐ       和歌山北高校    高校（3）34 30003
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澁谷　夏未    ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅﾂﾐ       鰺ヶ沢ＳＣ      高校（3）1 02515

青塚　美澪    ｱｵﾂｶ ﾐﾚｲ        ユースポーツ    高校（3）2 04306

工藤　佳奈    ｸﾄﾞｳ ｶﾅ         ＪＳＳ南光台    高校（1）3 04309

長岡　愛海    ﾅｶﾞｵｶ ｱｲﾐ       山形ＤＣ        中学（2）4 06040

赤羽沙也加    ｱｶﾊﾞﾈ ｻﾔｶ       西那須ｲﾝﾀｰ      中学（3）5 09510

奥山　美良    ｵｸﾔﾏ ﾁｭﾗ        スウィン大宮    高校（1）6 11508

柴田　菜摘    ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ        コナミ北浦和    中学（3）7 11539

古俣　　桜    ｺﾏﾀ ｻｸﾗ         スウィン大教    中学（3）8 11575

佐々木美莉    ｻｻｷ ﾐﾘ          スウィン鷲宮    中学（2）9 11602

酒井　夏海    ｻｶｲ ﾅﾂﾐ         スウィン美園    高校（3）10 11659

亀井　涼子    ｶﾒｲ ﾘｮｳｺ        スウィン美園    高校（1）11 11659

星　　美里    ﾎｼ ﾐｻﾄ          アーデル        高校（3）12 12511

笹生　舞琳    ｻｿｳ ﾏﾘﾝ         ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     中学（3）13 12600

遠藤　　渚    ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ      アクラブ調布    高校（1）14 13509

片桐　珠実    ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ       東京ＳＣ        高校（3）15 13530

三浦　亜依    ﾐｳﾗ ｱｲ          東京ＤＣ        高校（2）16 13534

岡﨑　友愛    ｵｶｻﾞｷ ﾕｱ        ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋     中学（3）17 13537

徳永　結夢    ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ        ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（3）18 13560

功刀　沙子    ｸﾇｷﾞ ｻｺ         ｾﾝﾄﾗﾙ成城       中学（2）19 13600

志村　二海    ｼﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ        ＳＡトム        高校（1）20 13668

轟　　陽菜    ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋﾅ        ｲﾄﾏﾝ富士見台    中学（3）21 13670

須田　彩叶    ｽﾀﾞ ｻﾔｶ         湘南工大附      高校（1）22 14002

泉原　凪沙    ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ      コナミ林間      高校（2）23 14517

井上　葵乃    ｲﾉｳｴ ｷｲﾉ        トピーアヤセ    高校（2）24 14550

城戸　佑菜    ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ         ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高校（3）25 14628

山本　千晶    ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ        ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（1）26 14628

小倉　　結    ｵｸﾞﾗ ﾕｲ         ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（2）27 14628

藤本　千世    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ        イトマン港北    高校（3）28 14645

大山　美帆    ｵｵﾔﾏ ﾐﾎ         ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI        高校（1）29 14672

中島　芽郁    ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ        ﾙﾈｻﾝｽ沼津       中学（2）30 21601

加藤　杏樹    ｶﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ       島田チャンプ    高校（3）31 21726

伊與田寧々    ｲﾖﾀﾞ ﾈﾈ         椙山女学園高    高校（2）32 22014

大鐘　結衣    ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ        中京大中京高    高校（3）33 22029

芳村　りこ    ﾖｼﾑﾗ ﾘｺ         ＪＳＳ中川      中学（3）34 22220

山内　麻以    ﾔﾏｳﾁ ﾏｲ         豊川高          高校（2）35 22308

三浦　璃心    ﾐｳﾗ ﾘｺ          豊川高          高校（3）36 22308

小島明日香    ｺｼﾞﾏ ｱｽｶ        いずみ能登川    高校（1）37 25332

髙嶋　愛菜    ﾀｶｼﾏ ｱｲﾅ        イトマン京都    高校（2）38 26539

前川　侑生    ﾏｴｶﾜ ﾕｳ         メイスポ茨木    中学（2）39 27201

前川　瑠楓    ﾏｴｶﾜ ﾙｶ         メイスポ茨木    高校（1）40 27201

市地　颯華    ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ        イ ト マ ン     高校（2）41 27212

寺田　実鈴    ﾃﾗﾀﾞ ﾐｽｽﾞ       菊水ＳＳ        中学（3）42 27277

城　由莉亜    ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ        大阪水泳学校    高校（1）43 27303

田中小都乃    ﾀﾅｶ ｺﾄﾉ         ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭      高校（2）44 27373

杉山菜々美    ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾅﾐ       ＪＳＳ八尾      中学（3）45 27503

山下　紗知    ﾔﾏｼﾀ ｻﾁ         ＲＡＹＳ        高校（2）46 33050

相坂　菜夏    ｱｲｻｶ ﾅﾅﾂ        KSGSSS岩国      高校（2）47 35241

秀野　由光    ｼｭｳﾉ ﾕﾐ         五百木ＳＣ      高校（3）48 38205

芝　　咲菜    ｼﾊﾞ ｻｷﾅ         五百木ＳＣ      中学（3）49 38205

芝　　怜菜    ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ         五百木ＳＣ      中学（1）50 38205
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今山里緒菜    ｲﾏﾔﾏ ﾘｵﾅ        ＫＳＧ柳川      高校（3）51 40718

小西　　新    ｺﾆｼ ｱﾗﾀ         ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ       中学（1）52 46530
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青塚　美澪    ｱｵﾂｶ ﾐﾚｲ        ユースポーツ    高校（3）1 04306

加藤　優奈    ｶﾄｳ ﾕﾅ          日大山形        高校（2）2 06010

植竹　　遥    ｳｴﾀｹ ﾊﾙｶ        ｽｳｨﾝ春日部      高校（2）3 11639

星　　美里    ﾎｼ ﾐｻﾄ          アーデル        高校（3）4 12511

竹葉　智子    ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓｺ        田柄ＳＣ        高校（1）5 13524

片桐　珠実    ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ       東京ＳＣ        高校（3）6 13530

三浦　亜依    ﾐｳﾗ ｱｲ          東京ＤＣ        高校（2）7 13534

髙橋　萌加    ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ        ドーム巣鴨      高校（3）8 13569

石田　瑠海    ｲｼﾀﾞ ﾙｶ         ＪＳＳ八王子    高校（2）9 13664

泉原　凪沙    ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ      コナミ林間      高校（2）10 14517

城戸　佑菜    ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ         ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高校（3）11 14628

藤本　千世    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ        イトマン港北    高校（3）12 14645

佐藤　　柊    ｻﾄｳ ﾋｲﾗｷﾞ       ＩＳＣ飯田      高校（3）13 16522

加藤　杏樹    ｶﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ       島田チャンプ    高校（3）14 21726

酒井　涼花    ｻｶｲ ｽｽﾞｶ        愛み大瑞穂高    高校（2）15 22011

大鐘　結衣    ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ        中京大中京高    高校（3）16 22029

山内　麻以    ﾔﾏｳﾁ ﾏｲ         豊川高          高校（2）17 22308

吉田　亜未    ﾖｼﾀﾞ ｱﾐ         福知山成美高    高校（2）18 26063

渡会　円香    ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ       京都踏水会      高校（2）19 26513

髙嶋　愛菜    ﾀｶｼﾏ ｱｲﾅ        イトマン京都    高校（2）20 26539

市地　颯華    ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ        イ ト マ ン     高校（2）21 27212

山田ひかる    ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ        イトマン西宮    高校（3）22 28820

相坂　菜夏    ｱｲｻｶ ﾅﾅﾂ        KSGSSS岩国      高校（2）23 35241

秀野　由光    ｼｭｳﾉ ﾕﾐ         五百木ＳＣ      高校（3）24 38205

原田　世菜    ﾊﾗﾀﾞ ｾﾅ         はるおか原      高校（2）25 40518

井上　結貴    ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ        ﾋﾞｰﾄ北九州      高校（3）26 40618

今山里緒菜    ｲﾏﾔﾏ ﾘｵﾅ        ＫＳＧ柳川      高校（3）27 40718

末廣　真生    ｽｴﾋﾛ ﾏｵ         佐賀商業        高校（2）28 41003
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青塚　美澪    ｱｵﾂｶ ﾐﾚｲ        ユースポーツ    高校（3）1 04306

植竹　　遥    ｳｴﾀｹ ﾊﾙｶ        ｽｳｨﾝ春日部      高校（2）2 11639

佐藤　　優    ｻﾄｳ ﾕｳ          スウィン美園    高校（2）3 11659

星　　美里    ﾎｼ ﾐｻﾄ          アーデル        高校（3）4 12511

河合　美優    ｶﾜｲ ﾐﾕ          ｲﾄﾏﾝ昭和の森    高校（2）5 13657

石田　瑠海    ｲｼﾀﾞ ﾙｶ         ＪＳＳ八王子    高校（2）6 13664

鯉渕こころ    ｺｲﾌﾞﾁ ｺｺﾛ       ｲﾄﾏﾝ横須賀      高校（2）7 14564

其田明日香    ｿﾉﾀﾞ ｱｽｶ        イトマン多摩    高校（3）8 14602

城戸　佑菜    ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ         ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高校（3）9 14628

藤本　千世    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ        イトマン港北    高校（3）10 14645

山内　麻以    ﾔﾏｳﾁ ﾏｲ         豊川高          高校（2）11 22308

吉田　亜未    ﾖｼﾀﾞ ｱﾐ         福知山成美高    高校（2）12 26063

渡会　円香    ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ       京都踏水会      高校（2）13 26513

髙嶋　愛菜    ﾀｶｼﾏ ｱｲﾅ        イトマン京都    高校（2）14 26539

市地　颯華    ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ        イ ト マ ン     高校（2）15 27212

白石　楓佳    ｼﾗｲｼ ﾌｳｶ        ｲﾄﾏﾝひばり      高校（2）16 27215

山田ひかる    ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ        イトマン西宮    高校（3）17 28820

秀野　由光    ｼｭｳﾉ ﾕﾐ         五百木ＳＣ      高校（3）18 38205

今山里緒菜    ｲﾏﾔﾏ ﾘｵﾅ        ＫＳＧ柳川      高校（3）19 40718

末廣　真生    ｽｴﾋﾛ ﾏｵ         佐賀商業        高校（2）20 41003
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千葉　彩佳    ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ         福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC    中学（3）1 03538

宮﨑　夢乃    ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾒﾉ       ｾﾝﾄﾗﾙ秋田       中学（3）2 05403

小林陽菜詩    ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ       ｾﾝﾄﾗﾙ宇都宮     高校（1）3 09507

髙橋　奈々    ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ         ｽｳｨﾝ宇都宮      高校（2）4 09530

藤縄　優花    ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ       コナミ北浦和    中学（3）5 11539

廣瀬　　碧    ﾋﾛｾ ｱｵｲ         スウィン鷲宮    中学（3）6 11602

谷口　真尋    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ       稲毛インター    高校（1）7 12521

賀部　寿音    ｶﾍﾞ ｼﾞｭﾈ        Nalu Aquatic    高校（2）8 12526

伊原　咲和    ｲﾊﾗ ｻﾜ          Nalu Aquatic    中学（3）9 12526

星　萌々花    ﾎｼ ﾓﾓｶ          ﾙﾈｻﾝｽ野田       高校（1）10 12553

松橋　麗華    ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ        武蔵野          高校（1）11 13219

池野　紫音    ｲｹﾉ ｼｵﾝ         東京ＤＣ        高校（1）12 13534

楠田　夢乃    ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ        藤村ＳＳ        中学（2）13 13541

阿部　恋奈    ｱﾍﾞ ｺｺﾅ         ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       高校（1）14 13560

長谷　珠那    ﾊｾ ｽｽﾞﾅ         コナミ西新井    高校（2）15 13624

矢本　奈菜    ﾔﾓﾄ ﾅﾅ          大森双葉ＳＣ    中学（2）16 13646

中野乃梨子    ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ         マリン舎人      高校（1）17 13681

小畠優々美    ｵﾊﾞﾀｹ ﾕﾕﾐ       NECGSC玉川      中学（2）18 14505

本島　桜空    ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ        コナミ青葉台    中学（2）19 14559

橋本　麻衣    ﾊｼﾓﾄ ﾏｲ         協栄MD相模原    中学（3）20 14595

吉田　杏子    ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高校（3）21 14628

髙橋　陽向    ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ        ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     中学（2）22 14656

猪狩　彩奈    ｲｶﾞﾘ ｷﾅ         NECGSC溝の口    高校（1）23 14658

肥尾　帆波    ﾋｵ ﾎﾅﾐ          ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢       高校（2）24 14664

谷口　文菜    ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔﾅ       ＡＦＡＳ伊那    高校（2）25 16520

高橋　実希    ﾀｶﾊｼ ﾐｷ         新潟水泳協会    高校（1）26 17530

川縁　　茜    ｶﾜﾍﾞﾘ ｱｶﾈ       富山ＳＣ        高校（1）27 18500

榊原　莉那    ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘﾅ       まるおかｱｸｱ     高校（1）28 20510

小栁　麻衣    ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｲ        椙山女学園高    高校（2）29 22014

池田りんか    ｲｹﾀﾞ ﾘﾝｶ        豊川高          高校（2）30 22308

谷口　　華    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ        海山ＳＣ        中学（2）31 23060

山口　佑菜    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ       イトマン大津    高校（2）32 25310

篠原　　葵    ｼﾉﾊﾗ ｱｵｲ        ｺﾊﾟﾝ近江八幡    中学（2）33 25312

岡田　侑奈    ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ         コナミ三田      高校（3）34 28860

菅原　萌那    ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ       マック加古川    高校（1）35 28887

吉本　早希    ﾖｼﾓﾄ ｻｷ         パル彩の台      中学（2）36 30507

稲垣　杏奈    ｲﾅｶﾞｷ ｱﾝﾅ       米子ＳＳ        中学（1）37 31501

苔口　陽香    ｺｹｸﾞﾁ ﾊﾙｶ       ＯＳＫ岡山      高校（3）38 33002

寺坂　千英    ﾃﾗｻｶ ﾁﾊﾅ        ＲＡＹＳ        高校（1）39 33050

浅川　　楓    ｱｻｶﾜ ﾌｳ         えいしSC砥部    高校（3）40 38332

熊川　菜穂    ｸﾏｶﾞﾜ ﾅﾎ        大野城ＳＣ      中学（3）41 40503

小関　　葵    ｺｾｷ ｱｵｲ         ビート長崎      高校（1）42 42301
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山田　　彩    ﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾘ        青森ヤクルト    高校（3）1 02500

佐藤真由子    ｻﾄｳ ﾏﾕｺ         ｾﾝﾄﾗﾙ土崎       高校（3）2 05404

髙橋　奈々    ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ         ｽｳｨﾝ宇都宮      高校（2）3 09530

井坂　友紀    ｲｻｶ ﾕｷ          スウィン埼玉    高校（3）4 11585

内田　初希    ｳﾁﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ       藤村ＳＳ        高校（2）5 13541

宮下　　梅    ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾒ        ドーム巣鴨      高校（2）6 13569

長谷　珠那    ﾊｾ ｽｽﾞﾅ         コナミ西新井    高校（2）7 13624

吉田　杏子    ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高校（3）8 14628

杉山　凜菜    ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾘﾅ       ﾙﾈｻﾝｽ港南中     高校（3）9 14649

加納　莉帆    ｶﾉｳ ﾘﾎ          NECGSC溝の口    高校（2）10 14658

肥尾　帆波    ﾋｵ ﾎﾅﾐ          ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢       高校（2）11 14664

谷口　文菜    ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔﾅ       ＡＦＡＳ伊那    高校（2）12 16520

川縁　　茜    ｶﾜﾍﾞﾘ ｱｶﾈ       富山ＳＣ        高校（1）13 18500

中村菜々穂    ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾎ        飛龍高校        高校（2）14 21018

小栁　麻衣    ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｲ        椙山女学園高    高校（2）15 22014

岸原さくら    ｷｼﾊﾗ ｻｸﾗ        岡崎竜城ＳＣ    高校（2）16 22045

鴨下　奈苗    ｶﾓｼﾀ ﾅﾅｴ        コナミ蒲郡      高校（2）17 22209

緒方　温菜    ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ        イ ト マ ン     高校（3）18 27212

津田絵梨那    ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ         イ ト マ ン     高校（2）19 27212

堀上　綺良    ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ         須磨学園高校    高校（3）20 28615

岡田　侑奈    ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ         コナミ三田      高校（3）21 28860

平林　優花    ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ      ＰＡＪＡ        高校（3）22 31511

苔口　陽香    ｺｹｸﾞﾁ ﾊﾙｶ       ＯＳＫ岡山      高校（3）23 33002

小島奈々葉    ｺｼﾞﾏ ﾅﾅﾊ        レイＳＣ岡山    高校（2）24 33011

浅川　　楓    ｱｻｶﾜ ﾌｳ         えいしSC砥部    高校（3）25 38332

松木　琴美    ﾏﾂｷﾞ ｺﾄﾐ        ZEYO-ST         高校（3）26 39503

木下　綾乃    ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾉ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ古賀    高校（2）27 40526

大迫　詩乃    ｵｵｻｺ ｼﾉ         ＫＳＧときわ    高校（3）28 40606
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山田　　彩    ﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾘ        青森ヤクルト    高校（3）1 02500

大川　　和    ｵｵｶﾜ ﾅｺﾞﾐ       ひらかわSC      高校（2）2 02522

佐藤真由子    ｻﾄｳ ﾏﾕｺ         ｾﾝﾄﾗﾙ土崎       高校（3）3 05404

中澤　心暖    ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ       あかやまＳＳ    小学（6）4 08106

髙橋　奈々    ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ         ｽｳｨﾝ宇都宮      高校（2）5 09530

三浦　理音    ﾐｳﾗ ﾘｵﾝ         ｽｳｨﾝ春日部      高校（3）6 11639

内田　初希    ｳﾁﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ       藤村ＳＳ        高校（2）7 13541

山口　美咲    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ       コナミ西葛西    高校（3）8 13549

庄司　朋世    ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ       東京ＤＣ桜台    高校（3）9 13613

長谷　珠那    ﾊｾ ｽｽﾞﾅ         コナミ西新井    高校（2）10 13624

吉田　杏子    ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高校（3）11 14628

加納　莉帆    ｶﾉｳ ﾘﾎ          NECGSC溝の口    高校（2）12 14658

谷口　文菜    ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔﾅ       ＡＦＡＳ伊那    高校（2）13 16520

川縁　　茜    ｶﾜﾍﾞﾘ ｱｶﾈ       富山ＳＣ        高校（1）14 18500

水野結由那    ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾅ        浜名湖ＳＳ      高校（2）15 21820

疋田亜莉菜    ﾋｷﾀﾞ ｱﾘﾅ        グリーン高台    高校（2）16 21829

竹山　睦月    ﾀｹﾔﾏ ﾑﾂｷ        椙山女学園高    高校（3）17 22014

岸原さくら    ｷｼﾊﾗ ｻｸﾗ        岡崎竜城ＳＣ    高校（2）18 22045

杉山　樺音    ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾉﾝ       豊川高          高校（2）19 22308

天白　愛菜    ﾃﾝﾊﾟｸ ｱｲﾅ       関大北陽        高校（2）20 27081

緒方　温菜    ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ        イ ト マ ン     高校（3）21 27212

津田絵梨那    ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ         イ ト マ ン     高校（2）22 27212

田積帆乃果    ﾀﾂﾑ ﾎﾉｶ         大阪水泳学校    中学（3）23 27303

堀上　綺良    ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ         須磨学園高校    高校（3）24 28615

岡田　侑奈    ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ         コナミ三田      高校（3）25 28860

橋本　結衣    ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ         ＯＥＩＳＳ      高校（2）26 29213

平林　優花    ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ      ＰＡＪＡ        高校（3）27 31511

小島奈々葉    ｺｼﾞﾏ ﾅﾅﾊ        レイＳＣ岡山    高校（2）28 33011

野口　里夏    ﾉｸﾞﾁ ﾘｶ         坂出伊藤ＳＳ    高校（2）29 36508

松木　琴美    ﾏﾂｷﾞ ｺﾄﾐ        ZEYO-ST         高校（3）30 39503

大迫　詩乃    ｵｵｻｺ ｼﾉ         ＫＳＧときわ    高校（3）31 40606

宮崎菜々子    ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾅｺ       桜泳小郡三国    高校（2）32 40708

石原　愛依    ｲｼﾊﾗ ﾒｲ         ＫＳＧ柳川      高校（3）33 40718

谷口　春華    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｶ       桜泳ミキ21      高校（2）34 43544
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阿部なつき    ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ         ヤクルト東      高校（3）1 02506

西澤　七海    ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ       盛岡南高校      高校（1）2 03032

渡辺　　杏    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝ        セントラル泉    中学（3）3 04307

佐藤ゆずか    ｻﾄｳ ﾕｽﾞｶ        ＫＳＧ東北      高校（2）4 06035

秋山　栞名    ｱｷﾔﾏ ｶﾝﾅ        SW大教二本松    高校（1）5 07816

渡辺　楓愛    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾅ       ｽｳｨﾝ宇都宮      中学（3）6 09530

中村　天音    ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ        スウィン大宮    高校（3）7 11508

蓮原　愛実    ﾊｽﾊﾗ ﾏﾅﾐ        スウィン熊谷    高校（1）8 11525

関根　倖彩    ｾｷﾈ ｺｳｻ         スウィン大教    中学（2）9 11575

小牧　彩音    ｺﾏｷ ｱﾔﾈ         ユアー蕨        中学（1）10 11603

中島　紗希    ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ        ｽｳｨﾝみよし      中学（1）11 11628

遠山　乃梨    ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ         ｾﾝﾄﾗﾙ谷津       高校（1）12 12501

鴇田　未来    ﾄｷﾀ ﾐｸ          アーデル        中学（3）13 12511

田中　　花    ﾀﾅｶ ﾊﾅ          ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高校（2）14 12546

野田　佑風    ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ         ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     高校（1）15 12600

太田　　煌    ｵｵﾀ ｷﾗ          ｲﾄﾏﾝ東伏見      中学（2）16 13504

遠藤　　渚    ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ      アクラブ調布    高校（1）17 13509

青木裕里子    ｱｵｷ ﾕﾘｺ         太陽教育ＳＣ    高校（2）18 13523

矢作　智里    ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ        ＪＳＳ立石      高校（1）19 13528

小野寺はな    ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ        トピレック      高校（3）20 13532

西場　天子    ﾆｼﾊﾞ ﾃﾝｺ        Ｓｔｙｌｅ１    中学（1）21 13542

徳永　結夢    ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ        ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（3）22 13560

川口　栞奈 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾝﾅ ル・西国分寺 高校（2）23 13568

田中　　花    ﾀﾅｶ ﾊﾅ          Aim Top         高校（1）24 13608

成井こころ    ﾅﾙｲ ｺｺﾛ         湘南工大附      高校（2）25 14002

神部　愛乃    ｶﾝﾍﾞ ｱｲﾉ        桐蔭学園        高校（2）26 14101

曽根　裟月    ｿﾈ ｻﾂｷ          コナミ林間      高校（1）27 14517

早川さくら    ﾊﾔｶﾜ ｻｸﾗ        ＳＡ新城        高校（1）28 14545

小泉　佑莉    ｺｲｽﾞﾐ ﾕﾘ        チャンピオン    高校（2）29 14553

吉田　優花    ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶ        ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚     高校（1）30 14574

佐々木梨湖    ｻｻｷ ﾘｺ          ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高校（2）31 14628

山本けいと    ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ        NECGSC溝の口    中学（3）32 14658

成島　夕愛    ﾅﾙｼﾏ ﾕｱ         フィッツ竜王    中学（2）33 15520

清水　花峰    ｼﾐｽﾞ ｶﾎ         長野DS中央      中学（1）34 16554

土橋　　輝    ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋｶﾙ       長岡大手        高校（2）35 17043

山岸はるか    ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｶ       ＳＡ柏崎        中学（3）36 17538

丸山　にこ    ﾏﾙﾔﾏ ﾆｺ         ナントＳＣ      中学（3）37 18504

中村菜々穂    ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾎ        飛龍高校        高校（2）38 21018

小粥　彩加    ｵｶﾞｲ ｱﾔｶ        ＢＩＧ棒屋      高校（2）39 21806

山本実ノ里    ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ        グリーン佐鳴    高校（3）40 21830

戸田　菜月    ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ         愛み大瑞穂高    高校（2）41 22011

倉知玲央奈    ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ         愛み大瑞穂高    高校（2）42 22011

中間　海菜    ﾅｶﾏ ﾐﾅ          中京大中京高    高校（2）43 22029

水谷　　楓    ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ      名古屋ＳＣ      高校（3）44 22035

平井　瑞希    ﾋﾗｲ ﾐｽﾞｷ        コパン鳴海      中学（1）45 22116

関根　澪央    ｾｷﾈ ﾐｵ          豊川高          高校（3）46 22308

廣下　菜月    ﾋﾛｼﾀ ﾅﾂｷ        尾鷲高          高校（2）47 23015

犬飼　夏凜    ｲﾇｶｲ ｶﾘﾝ        桑名工業        高校（1）48 23017

北村　寿来    ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾗ       くずは男山      高校（3）49 26504

小塚　美輝    ｺﾂﾞｶ ﾐｷ         関大北陽        高校（2）50 27081
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長谷川葉月    ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ      イ ト マ ン     中学（3）51 27212

木下　妃魚    ｷﾉｼﾀ ﾋｦ         イ ト マ ン     中学（2）52 27212

星山　茅奈    ﾎｼﾔﾏ ﾁﾅ         ＮＡＣＬ        高校（2）53 27214

西雄　愛莉    ﾆｼｵ ｱｲﾘ         ＳＵＮ網干      中学（2）54 28872

舩本　愛子    ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ        赤穂ＳＳ        高校（2）55 28910

宮崎いぶき    ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ      ｲﾄﾏﾝ西神戸      中学（3）56 28921

川西　亜弥    ｶﾜﾆｼ ｱﾔ         ＭＧニッシン    高校（2）57 29209

水谷　瑠那    ﾐｽﾞﾀﾆ ﾙﾅ        和歌山北高校    高校（1）58 30003

榎本　真乙    ｴﾉﾓﾄ ﾏｵ         ADカツラギSS    中学（3）59 30521

内田さくら    ｳﾁﾀﾞ ｻｸﾗ        ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田     中学（3）60 30526

矢田　楓果    ﾔﾀ ﾌｳｶ          ＫＳＧ可部      高校（2）61 34114

大井　希莉    ｵｵｲ ｷﾘ          ジャパン高松    中学（3）62 36501

矢部瀬里香    ﾔﾍﾞ ｾﾘｶ         ZEYO-ST         高校（2）63 39503

牟田　　楓    ﾑﾀ ｶｴﾃﾞ         大野城ＳＣ      中学（2）64 40503

小山田季未    ｵﾔﾏﾀﾞ ｷﾐ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ太宰    高校（1）65 40528

中村　留華    ﾅｶﾑﾗ ﾙｶ         ベスト若宮      高校（2）66 40533

野口　美穂    ﾉｸﾞﾁ ﾐﾎ         ＫＳＧときわ    高校（2）67 40606

仲田　　葵    ﾅｶﾀ ｱｵｲ         長崎ＳＣ        高校（1）68 42300

廣瀬　文乃    ﾋﾛｾ ｱﾔﾉ         マリーン鹿本    高校（2）69 43514

有村　咲希    ｱﾘﾑﾗ ｻｷ         Nb              高校（1）70 46552

後野　真衣    ｳｼﾛﾉ ﾏｲ         Ｋｉｔ          高校（1）71 46848
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中島千咲代    ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｻﾖ       ＪＳＳ盛岡      高校（3）1 03500

関　　琴音    ｾｷ ｺﾄﾈ          日大山形        高校（2）2 06010

堀米　玲菜    ﾎﾘｺﾞﾒ ﾚｲﾅ       山形中央        高校（2）3 06069

秋山　栞名    ｱｷﾔﾏ ｶﾝﾅ        SW大教二本松    高校（1）4 07816

早川　　碧    ﾊﾔｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ       ﾌｨｯﾄﾈｽ日立      高校（2）5 08133

赤羽　唯嘉    ｱｶﾊﾞﾈ ﾕｲｶ       西那須ｲﾝﾀｰ      高校（3）6 09510

田嶋　玲奈    ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ         スウィン大教    高校（3）7 11575

田中　　花    ﾀﾅｶ ﾊﾅ          ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高校（2）8 12546

宮澤　まこ    ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｺ        目黒日大        高校（2）9 13262

矢作　智里    ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ        ＪＳＳ立石      高校（1）10 13528

野村　京桜    ﾉﾑﾗ ｷｮｳｻｸﾗ      ﾉﾑﾗｽｲﾐﾝｸﾞ       高校（2）11 13550

川口　栞奈 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾝﾅ ル・西国分寺 高校（2）12 13568

上原みなみ    ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ        東京ＤＣ桜台    高校（2）13 13613

木村　瑠里    ｷﾑﾗ ﾙﾘ          ＪＳＳ八王子    高校（3）14 13664

水口　知保    ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ       ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       高校（3）15 13694

大内　紗雪    ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ        日大藤沢        高校（3）16 14057

神部　愛乃    ｶﾝﾍﾞ ｱｲﾉ        桐蔭学園        高校（2）17 14101

小泉　佑莉    ｺｲｽﾞﾐ ﾕﾘ        チャンピオン    高校（2）18 14553

金野　海彩    ｺﾝﾉ ﾐｻ          チャンピオン    高校（2）19 14553

佐々木梨湖    ｻｻｷ ﾘｺ          ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高校（2）20 14628

山本くるみ    ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾐ        NECGSC溝の口    高校（2）21 14658

伊東亜依海    ｲﾄｳ ｱｲﾐ         ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲西     高校（2）22 15506

大上詩央里    ｵｵｶﾐ ｼｵﾘ        ＹＢＧ          中学（2）23 18556

新井はる佳    ｱﾗｲ ﾊﾙｶ         ＪＳＳ磐田      高校（3）24 21809

大澤　千依    ｵｵｻﾜ ﾁﾖﾘ        袋井ＳＣ        中学（1）25 21813

山本実ノ里    ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ        グリーン佐鳴    高校（3）26 21830

與五澤美希    ﾖｺﾞｻﾜ ﾐｷ        愛み大瑞穂高    高校（2）27 22011

倉知玲央奈    ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ         愛み大瑞穂高    高校（2）28 22011

深谷　　綾    ﾌｶﾔ ｱﾔ          椙山女学園高    高校（2）29 22014

関根　澪央    ｾｷﾈ ﾐｵ          豊川高          高校（3）30 22308

畑田真奈穂    ﾊﾀﾀﾞ ﾏﾅﾎ        豊川高          高校（2）31 22308

廣下　菜月    ﾋﾛｼﾀ ﾅﾂｷ        尾鷲高          高校（2）32 23015

桜庭　佑梨    ｻｸﾗﾊﾞ ﾕｳﾘ       アクオン        高校（3）33 26502

大林向日葵    ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾜﾘ     くずは男山      高校（3）34 26504

北村　寿来    ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾗ       くずは男山      高校（3）35 26504

小塚　美輝    ｺﾂﾞｶ ﾐｷ         関大北陽        高校（2）36 27081

林　　希菜    ﾊﾔｼ ｷﾅ          イ ト マ ン     高校（3）37 27212

星山　茅奈    ﾎｼﾔﾏ ﾁﾅ         ＮＡＣＬ        高校（2）38 27214

中逵　綾乃    ﾅｶﾂｼﾞ ｱﾔﾉ       ｲﾄﾏﾝひばり      高校（2）39 27215

木本緋奈乃    ｷﾓﾄ ﾋﾅﾉ         枚方ＳＳ        高校（3）40 27327

中村　舞羽    ﾅｶﾑﾗ ﾏｲﾊ        枚方ＳＳ        高校（2）41 27327

吉原　麻夏    ﾖｼﾊﾗ ﾏﾅﾂ        ＮＳＩ花園      高校（3）42 27353

福田　萌乃    ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ        ＳＵＮ網干      高校（3）43 28872

坂口　夕奈    ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾅ       KSGSSS岩国      高校（3）44 35241

平田　美幸    ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ         八幡浜高校      高校（3）45 38023

菅原　千博    ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ       アズサ松山      高校（3）46 38226

川口里利央    ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾘﾅ       福大附属若葉    高校（2）47 40009

岡山　颯葵    ｵｶﾔﾏ ｻﾂｷ        直方ＳＳ野上    高校（2）48 40804

八木田絃音    ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ        マリーン鹿本    高校（2）49 43514

廣瀬　文乃    ﾋﾛｾ ｱﾔﾉ         マリーン鹿本    高校（2）50 43514
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中島千咲代    ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｻﾖ       ＪＳＳ盛岡      高校（3）1 03500

関　　琴音    ｾｷ ｺﾄﾈ          日大山形        高校（2）2 06010

堀米　玲菜    ﾎﾘｺﾞﾒ ﾚｲﾅ       山形中央        高校（2）3 06069

早川　　碧    ﾊﾔｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ       ﾌｨｯﾄﾈｽ日立      高校（2）4 08133

小川　幸美    ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ        ｾﾝﾄﾗﾙ谷津       高校（2）5 12501

小川　幸夏    ｵｶﾞﾜ ｻﾁｶ        ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高校（2）6 12546

森柄　花菜    ﾓﾘｴ ﾊﾅ          ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     高校（3）7 12600

宮澤　まこ    ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｺ        目黒日大        高校（2）8 13262

竹葉　智子    ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓｺ        田柄ＳＣ        高校（1）9 13524

野村　京桜    ﾉﾑﾗ ｷｮｳｻｸﾗ      ﾉﾑﾗｽｲﾐﾝｸﾞ       高校（2）10 13550

髙橋　萌加    ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ        ドーム巣鴨      高校（3）11 13569

水口　知保    ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ       ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       高校（3）12 13694

山田　彩可    ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ        ＳＡ新城        高校（3）13 14545

金野　海彩    ｺﾝﾉ ﾐｻ          チャンピオン    高校（2）14 14553

田中さくら    ﾀﾅｶ ｻｸﾗ         フィッツ竜王    高校（3）15 15520

新井はる佳    ｱﾗｲ ﾊﾙｶ         ＪＳＳ磐田      高校（3）16 21809

山本実ノ里    ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ        グリーン佐鳴    高校（3）17 21830

小島　千咲    ｺｼﾞﾏ ﾁｻｷ        愛み大瑞穂高    高校（2）18 22011

倉知玲央奈    ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ         愛み大瑞穂高    高校（2）19 22011

深谷　　綾    ﾌｶﾔ ｱﾔ          椙山女学園高    高校（2）20 22014

東　みずき    ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ       豊川高          高校（3）21 22308

畑田真奈穂    ﾊﾀﾀﾞ ﾏﾅﾎ        豊川高          高校（2）22 22308

奥村　紗代    ｵｸﾑﾗ ｻﾖ         京都外大西高    高校（2）23 26023

桜庭　佑梨    ｻｸﾗﾊﾞ ﾕｳﾘ       アクオン        高校（3）24 26502

何澤　由衣    ｶｻﾞﾜ ﾕｲ         京都踏水会      高校（3）25 26513

林　　希菜    ﾊﾔｼ ｷﾅ          イ ト マ ン     高校（3）26 27212

中逵　綾乃    ﾅｶﾂｼﾞ ｱﾔﾉ       ｲﾄﾏﾝひばり      高校（2）27 27215

中村　舞羽    ﾅｶﾑﾗ ﾏｲﾊ        枚方ＳＳ        高校（2）28 27327

永尾　美友    ﾅｶﾞｵ ﾐﾕ         枚方ＳＳ        高校（2）29 27327

木本緋奈乃    ｷﾓﾄ ﾋﾅﾉ         枚方ＳＳ        高校（3）30 27327

中村　　葵    ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ        枚方ＳＳ        高校（3）31 27327

西牟田茉鈴    ﾆｼﾑﾀ ﾏﾘﾝ        ジェル北野田    高校（3）32 27357

湯口　百恵    ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ        ＮＳＩ          高校（2）33 28840

福田　萌乃    ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ        ＳＵＮ網干      高校（3）34 28872

森川　莉子    ﾓﾘｶﾜ ﾘｺ         ＪＳＳ広島      高校（2）35 34112

泉　　遥叶    ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ        八幡浜高校      高校（2）36 38023

平田　美幸    ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ         八幡浜高校      高校（3）37 38023

川口里利央    ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾘﾅ       福大附属若葉    高校（2）38 40009

中島　祐佳    ﾅｶｼﾏ ﾕｶ         Nb              高校（2）39 46552
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木村　ユイ    ｷﾑﾗ ﾕｲ          コナミ白石      高校（2）1 01192

赤羽　唯嘉    ｱｶﾊﾞﾈ ﾕｲｶ       西那須ｲﾝﾀｰ      高校（3）2 09510

音喜多七心    ｵﾄｷﾀ ﾅﾅﾐ        スウィン大教    高校（3）3 11575

宮下ももこ    ﾐﾔｼﾀ ﾓﾓｺ        スウィン坂戸    高校（3）4 11625

三浦　理音    ﾐｳﾗ ﾘｵﾝ         ｽｳｨﾝ春日部      高校（3）5 11639

山本　梨奈    ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ         稲毛インター    高校（3）6 12521

庄司　朋世    ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ       東京ＤＣ桜台    高校（3）7 13613

山田　彩可    ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ        ＳＡ新城        高校（3）8 14545

中村菜々穂    ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾎ        飛龍高校        高校（2）9 21018

桐山　佳穂    ｷﾘﾔﾏ ｶﾎ         ＭＧ浜松        高校（2）10 21810

岩村　夏佳    ｲﾜﾑﾗ ﾅﾂｶ        中京大中京高    高校（2）11 22029

鴨下　奈苗    ｶﾓｼﾀ ﾅﾅｴ        コナミ蒲郡      高校（2）12 22209

東　みずき    ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ       豊川高          高校（3）13 22308

杉山　樺音    ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾉﾝ       豊川高          高校（2）14 22308

何澤　由衣    ｶｻﾞﾜ ﾕｲ         京都踏水会      高校（3）15 26513

青山　美咲    ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ        大体大浪商      高校（3）16 27063

種村　舞雪    ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ         イ ト マ ン     高校（2）17 27212

山村　莉子    ﾔﾏﾑﾗ ﾘｺ         コナミ香里園    高校（2）18 27278

西牟田茉鈴    ﾆｼﾑﾀ ﾏﾘﾝ        ジェル北野田    高校（3）19 27357

笠松　咲蘭    ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ        須磨学園高校    高校（3）20 28615

森　　　慈    ﾓﾘ ｲﾂｷ          ＪＳＳ米子      高校（2）21 31504

田中　花歩    ﾀﾅｶ ｶﾎ          ＲＡＹＳ        高校（2）22 33050

泉　　遥叶    ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ        八幡浜高校      高校（2）23 38023

松木　琴美    ﾏﾂｷﾞ ｺﾄﾐ        ZEYO-ST         高校（3）24 39503

高原　彩花    ﾀｶﾊﾗ ｻﾔｶ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住    高校（2）25 40529

宮崎菜々子    ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾅｺ       桜泳小郡三国    高校（2）26 40708

八木田絃音    ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ        マリーン鹿本    高校（2）27 43514
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宮下ももこ    ﾐﾔｼﾀ ﾓﾓｺ        スウィン坂戸    高校（3）1 11625

向後　和見    ｺｳｺﾞ ﾅｺﾞﾐ       スウィン浦和    高校（2）2 11634

三浦　理音    ﾐｳﾗ ﾘｵﾝ         ｽｳｨﾝ春日部      高校（3）3 11639

平田　萌夏    ﾋﾗﾀ ﾓｴｶ         セ・ときわ台    高校（3）4 13592

庄司　朋世    ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ       東京ＤＣ桜台    高校（3）5 13613

山田　彩可    ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ        ＳＡ新城        高校（3）6 14545

杉山　樺音    ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾉﾝ       豊川高          高校（2）7 22308

何澤　由衣    ｶｻﾞﾜ ﾕｲ         京都踏水会      高校（3）8 26513

宮本　優海    ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾐ        京都踏水会      高校（2）9 26513

山村　莉子    ﾔﾏﾑﾗ ﾘｺ         コナミ香里園    高校（2）10 27278

中村　　葵    ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ        枚方ＳＳ        高校（3）11 27327

西牟田茉鈴    ﾆｼﾑﾀ ﾏﾘﾝ        ジェル北野田    高校（3）12 27357

笠松　咲蘭    ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ        須磨学園高校    高校（3）13 28615

田中　花歩    ﾀﾅｶ ｶﾎ          ＲＡＹＳ        高校（2）14 33050

泉　　遥叶    ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ        八幡浜高校      高校（2）15 38023

高原　彩花    ﾀｶﾊﾗ ｻﾔｶ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住    高校（2）16 40529

宮崎菜々子    ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾅｺ       桜泳小郡三国    高校（2）17 40708
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