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㉖ 女 子 ジ ュ ニ ア（その１）
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1 面手　　凛（山陽学園中・岡 山）

2 髙木　陽菜（城 南 高・徳 島）

3 野田　果凛（文化学園大杉並高・東 京）

4 石川　実鈴（土佐女子中・高 知）

5 岡田　　希（早稲田実業高・東 京）

6 安藤　愛花（四国学院大香川西高・香 川）

7 野々口彩乃（日本航空高・山 梨）

8 照井　莉胡（武 蔵 野 中・東 京）

9 濱岡　里穂（正智深谷高・埼 玉）

10 八重樫萌花（山形城北高・山 形）

11 江幡　凪紗（ひたちなか市立田彦中・茨 城）

12 古賀　咲音（滋賀学園高・滋 賀）

13 三島　悠華（明治大付属中野八王子高・東 京）

14 松橋　愛桜（鎮西学院高・長 崎）

15 島村　果怜（横浜隼人中・神奈川）

16 岡　　るる（札幌大谷高・北海道）

17 岩室　瀬南（初喜ＴＴＣ・福 岡）

18 松本　悠良（奈良女子高・奈 良）

19 左治木文音（武 蔵 野 高・東 京）

20 杉本　瀬奈（新 宮 高・和歌山）

21 中尾　柚乃（樹 徳 高・群 馬）

22 蟹江　真花（浜松修学舎高・静 岡）

23 竹内　　伶（遊 学 館 高・石 川）

24 高橋　穂佳（聖和学園高・宮 城）

25 大島　美佑（秋田商業高・秋 田）

26 小橋彩莉咲（明秀学園日立高・茨 城）

27 村松　愛菜（富 田 高・岐 阜）

28 渡邊　日向（敬 徳 高・佐 賀）

29 花形　　雅（武 蔵 野 中・東 京）

30 萩原　怜奈（ミキハウスＪＳＣ・大 阪）

栗山　優菜（桜 丘 高・愛 知） 31

福井　蓮彩（進徳女子高・広 島） 32

大坪　愛佳（武 蔵 野 高・東 京） 33

岡野　結衣（横浜隼人高・神奈川） 34

木村陽菜子（米子松蔭高・鳥 取） 35

笠田　朋花（和洋国府台女子中・千 葉） 36

狩野　琴春（埼 玉 栄 高・埼 玉） 37

由井　心菜（白 子 高・三 重） 38

下司　恭子（宝塚第一中・兵 庫） 39

河原　　葵（富 山 高・富 山） 40

鈴木　珠乃（武 蔵 野 高・東 京） 41

竹山　紗矢（明 誠 高・島 根） 42

齋藤那々子（文化学園大杉並中・東 京） 43

吉田　真菜（遊 学 館 高・石 川） 44

塚田　桜姫（中 野 西 高・長 野） 45

附田美瑠姫（青森商業高・青 森） 46

世古茉由加（就 実 高・岡 山） 47

山岸　愛菜（新潟産業大附属高・新 潟） 48

松川　佳代（武 蔵 野 中・東 京） 49

吉田　一葉（萩光塩学院高・山 口） 50

原田　優衣（桜の聖母学院高・福 島） 51

中野理咲子（福井商業高・福 井） 52

伊藤　詩菜（四天王寺高・大 阪） 53

杉田くるみ（武 蔵 野 高・東 京） 54

吉田　真桜（盛岡第二高・岩 手） 55

田村　優菜（日本航空高・山 梨） 56

大岡紗由利（ＹＨＧアスリートクラブ・京 都） 57

宮國由梨乃（日南学園中・宮 崎） 58

蓮尾　結姫（明治大付属中野八王子高・東 京） 59

東川　羽菜（宇都宮文星女子高・栃 木） 60
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61 青木　咲智（ミキハウスＪＳＣ・大 阪）

62 佐藤　心美（龍谷大付属平安高・京 都）

63 西村　乙華（岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ・和歌山）

64 藤本　和花（木下アカデミー・神奈川）

65 下山　咲夢（千葉商科大付属高・千 葉）

66 髙林　光優（早稲田実業高・東 京）

67 松元　菜音（ＡｓｉｒｙＲｕｍｏｉ・北海道）

68 山岸　唯菜（新潟産業大附属高・新 潟）

69 宮　　晴逢（武 蔵 野 高・東 京）

70 石井　春朱（卓球家ジュニア・香 川）

71 小川　彩音（真岡女子高・栃 木）

72 北代　寿珠（明 誠 高・島 根）

73 髙橋　未映（明治大付属中野八王子高・東 京）

74 横瀬　　睦（日本航空高・山 梨）

75 近藤　亜海（山陽学園中・岡 山）

76 野川　春華（武 蔵 野 高・東 京）

77 山口　妃織（滋賀学園高・滋 賀）

78 足立　愛空（萩光塩学院高・山 口）

79 遊佐　美月（愛み大瑞穂高・愛 知）

80 髙須賀好詩乃（浜松修学舎中・静 岡）

81 長谷川朋香（樹 徳 高・群 馬）

82 佐藤　　渚（文化学園大杉並高・東 京）

83 冨田　　愛（富 田 高・岐 阜）

84 西牧　優衣（郡山女子大附属高・福 島）

85 鈴木　柚菜（五所川原商業高・青 森）

86 加藤心乙花（森 卓 球 塾・福 岡）

87 梅澤　美緒（武 蔵 野 中・東 京）

88 野田　有那（鎮西学院高・長 崎）

89 増田　　華（松 商 学 園・長 野）

90 坂崎　愛華（正智深谷高・埼 玉）

高森　愛央（ミキハウスＪＳＣ・大 阪） 91

田中なつみ（日南学園高・宮 崎） 92

金谷留李那（太 田 南 中・群 馬） 93

井之村洸蕗（武 蔵 野 高・東 京） 94

窪　　結奈（富山高専射水・富 山） 95

槌谷　涼音（鳥取敬愛高・鳥 取） 96

宮内　理仲（横浜隼人高・神奈川） 97

佐久間芽生（文星芸術大附属高・栃 木） 98

真坂　華奈（秋田商業高・秋 田） 99

荒井　花奈（明治大付属中野八王子高・東 京）100

工藤　真桜（進徳女子高・広 島）101

津田　希那（武 蔵 野 中・東 京）102

中川　さら（高 田 高・三 重）103

森下　　奏（城 南 高・徳 島）104

阿久根みこ（聖和学園高・宮 城）105

中野優里奈（フェニックス卓球クラブ・福 井）106

國枝　　栞（ＴＳＩジュニア・東 京）107

花輪　日菜（山形城北高・山 形）108

上田　紫乃（明徳義塾高・高 知）109

宮本　直佳（日 の 出 町・東 京）110

西田　留衣（芦屋学園高・兵 庫）111

山口　愛世（奈良女子高・奈 良）112

野﨑　穂果（武 蔵 野 高・東 京）113

山本　真愛（四天王寺高・大 阪）114

関口　莉桜（和洋国府台女子高・千 葉）115

砥綿　愛美（明秀学園日立高・茨 城）116

小野寺　絢（滝 沢 南 中・岩 手）117

堀江こぺり（早稲田実業高・東 京）118

山川　胡実（敬 徳 高・佐 賀）119

牧野　里菜（遊 学 館 高・石 川）120


