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㉖ 女 子 ジ ュ ニ ア（その１）
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1 浅井　一恵 (桜 丘 高・愛 知)

2 田中梨々花 (武 蔵 野 中・東 京)

3 大平　恵里 (長野商業高・長 野)

4 泉田　朱音 (進徳女子高・広 島)

5 森影　夏都 (城 東 中・徳 島)

6 黒田さくら (済 美 高・愛 媛)

7 松島　由佳 (御 影 高・兵 庫)

8 金本　茉実 (岩国商業高・山 口)

9 伊藤凜々子 (宮城県古川黎明高・宮 城)

10 鷺森真理子 (文化学園大杉並高・東 京)

11 刘　　博雅 (日本航空高石川・石 川)

12 後藤　亜弥 (粉 河 高・和歌山)

13 伊藤　愛海 (慶 誠 高・熊 本)

14 橋田　愛梨 (真岡女子高・栃 木)

15 横井　咲桜 (ミキハウスＪＳＣ・大 阪)

16 海保　愛美 (武 蔵 野 高・東 京)

17 杉原　　黎 (敬 徳 高・佐 賀)

18 小野日花里 (明秀学園日立高・茨 城)

19 樋口　佳菜 (奈良女子高・奈 良)

20 庄　　　易 (富 田 高・岐 阜)

21 田中　夏実 (秋草学園高・埼 玉)

22 須藤　麻友 (岩手県立宮古高・岩 手)

23 ＹＥＥ　ＳＡＬＬＹ (鎮西学院高・フィジー)

24 田中　木葉 (希望が丘高・福 岡)

25 小野　桃寧 (Ｔ．Ｏ．Ｍ＆卓球三昧・東 京)

26 米満真奈美 (木更津総合高・千 葉)

27 門阪彩愛奈 (浜松修学舎高・静 岡)

28 山本　愛織 (滋賀学園高・滋 賀)

29 崔　　叶灵 (日本航空高・山 梨)

30 髙橋　紬夢 (Ａ.Ｃ.Ｏ.Ｊ・秋 田)

31 藤田　奈子 (横浜隼人高・神奈川)

出澤　杏佳 (大成女子高・茨 城) 32

伊藤さくら (新 庄 東 高・山 形) 33

世古莉衣香 (鳥取敬愛高・鳥 取) 34

伊藤　百華 (ヴィスポことひら・香 川) 35

松山　友香 (文化学園大杉並高・東 京) 36

森　　愛美 (愛み大瑞穂高・愛 知) 37

大川　真実 (四天王寺高・大 阪) 38

白神ひかる (白 子 高・三 重) 39

山本　　愛 (明 誠 高・島 根) 40

原田　優芽 (桜の聖母学院高・福 島) 41

伊藤　希望 (北 越 高・新 潟) 42

花井　可奈 (武 蔵 野 高・東 京) 43

服部　遥香 (富山商業高・富 山) 44

大吉　彩加 (龍谷大平安高・京 都) 45

泉田　和抄 (ＫＹＯＷＡ　ＫＩＲＩＮ　Ｔ．Ｔ．Ｓ・埼 玉) 46

里川　奈優 (明徳義塾高・高 知) 47

橋本　美波 (敦 賀 高・福 井) 48

中村　藍子 (丸善クラブ・東 京) 49

福田　愛梨 (札幌光星高・北海道) 50

寺坂　美優 (就 実 高・岡 山) 51

平野　世和 (甲 府 西 高・山 梨) 52

新野　奈月 (明 豊 高・大 分) 53

吉岡　桜子 (羽佳卓球倶楽部・東 京) 54

小畑　美月 (横浜隼人高・神奈川) 55

神　　桜子 (弘前ＰＰＫジュニア・青 森) 56

加賀美恵奈 (武 蔵 野 中・東 京) 57

浦　　珠希 (長崎女子商業高・長 崎) 58

小林　愛弓 (大間々東中・群 馬) 59

福田　晴菜 (木更津総合高・千 葉) 60

中森　帆南 (ミキハウスＪＳＣ・大 阪) 61
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62 菅澤柚花里 (ミキハウスＪＳＣ・大 阪)

63 沼野　有希 (日本航空高・山 梨)

64 田中　舞雪 (早稲田実業高・東 京)

65 仲川　詩乃 (苫小牧東中・北海道)

66 長野　瑛留 (樹 徳 高・群 馬)

67 沖胡ひとみ (岩国商業高・山 口)

68 新井和夏葉 (丸子橋卓球スタジオ・神奈川)

69 山形あすか (山陽女子高・岡 山)

70 三島日菜之 (遊 学 館 高・石 川)

71 茅島　未和 (武 蔵 野 高・東 京)

72 和泉　　葵 (龍谷大平安高・京 都)

73 石橋　愛理 (敬 徳 高・佐 賀)

74 松本　恵奈 (奈良女子高・奈 良)

75 鯨津萌々子 (進徳女子高・広 島)

76 谷渡　亜美 (富 田 高・岐 阜)

77 山下菜々美 (浜松修学舎中・静 岡)

78 遠山　美涼 (川越市立山田中・埼 玉)

79 日浦　愛佳 (日本女子体育大附属二階堂高・東 京)

80 矢口　絵梨 (真岡女子高・栃 木)

81 米田　彩乃 (秋 田 高・秋 田)

82 権藤由希菜 (明 豊 高・大 分)

83 山口　咲菜 (滋賀学園高・滋 賀)

84 小林　光優 (木更津総合高・千 葉)

85 中田絵梨奈 (愛み大瑞穂高・愛 知)

86 松井　薫音 (横浜隼人高・神奈川)

87 庄司　桃佳 (Ａｏｂａ　ＴＴＣ・岩 手)

88 地下久瑠美 (尽誠学園高・香 川)

89 吉田　百華 (武 蔵 野 中・東 京)

90 小川　夏帆 (神 島 高・和歌山)

91 木塚　陽菜 (済 美 高・愛 媛)

工藤　　夢 (五所川原商業高・青 森) 92

浦野　涼奈 (伊奈町立小針中・埼 玉) 93

寺本　愛花 (徳島市立高・徳 島) 94

高山　朝華 (慶 誠 高・熊 本) 95

藤森　友菜 (希望が丘高・福 岡) 96

兒嶋　きら (武 蔵 野 中・東 京) 97

森　みなみ (松商学園高・長 野) 98

森廣　伽衣 (福井商業高・福 井) 99

三浦千緋呂 (四天王寺高・大 阪) 100

岡野弥咲樹 (浜松修学舎高・静 岡) 101

干場　真弥 (富山商業高・富 山) 102

大𣘺奈々子 (真岡女子高・栃 木) 103

相澤　琴美 (聖和学園高・宮 城) 104

赤木　もえ (長崎女子商業高・長 崎) 105

岡田　晏奈 (文化学園大杉並高・東 京) 106

枝廣　　愛 (就 実 中・岡 山) 107

田村　美佳 (育 英 高・兵 庫) 108

児玉　茉優 (北 越 高・新 潟) 109

菅澤杏花里 (武 蔵 野 高・東 京) 110

橋本　実子 (米沢中央高・山 形) 111

先田　萌乃 (七 尾 中・石 川) 112

内海　朱音 (鳥取敬愛高・鳥 取) 113

中村　華子 (２１クラブ・三 重) 114

岡田　琴菜 (明徳義塾高・高 知) 115

郡山　七海 (明 誠 高・島 根) 116

加藤　瑞穂 (ＫＹＯＷＡ　ＫＩＲＩＮ　Ｔ．Ｔ．Ｓ・東 京) 117

下鳥　　郁 (Ｍ Ｋ 広 瀬・群 馬) 118

伊東みらい (いわき卓球・福 島) 119

塚田まどか (明秀学園日立高・茨 城) 120

長又　素楽 (明治大付属中野八王子高・東 京) 121

青木　優佳 (横浜隼人高・神奈川) 122


