
第  回日神   
日刊                         

中高生女子最終日組 合  
   月  日             

            
組 時間 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

     筒井 美羽 小金井二中   橋添  穂 山梨大付中   桑山 紗月 千葉日大一高   川崎 柚菜 千葉国際高   

     小崎  茜 八幡東中   美馬   目黒学院高   磯井 玲那 拓大紅陵高   諸橋 愛奈 佐久長聖中   

     坂井 留奈 戸田中   矢口 愛理 埼玉栄高   大石 彩未 拓大紅陵高   平野 愛子 杉並学院中   

     押田千菜実 千葉学芸高   堀越 心愛 麻生中   松崎 奈未 中川西中   阿部  萌 拓大紅陵高   

     岩崎 美紀 三芳中   西村   千葉学芸高   矢嶋 真琴 堀越高   森    日大高   

     鈴木 萌子 拓大紅陵高   山崎  杏 中原中   稲垣那奈子 日女大付中   千葉 雪乃 山梨学院大付高   

     中村 恵美 志学館高   橋添  恵 山梨学院大付高   石川 璃紗 厚木北高   田中   日大桜丘高   

     柴田 莉奈 日大高   関  悠那     女子中   梅田 日陽 開志学園高   播磨 知優 千葉学芸高   

     町田 涼紗 千葉日大一高   久保 青空 麗沢中   矢作 紗香 共立女子二高   小暮 広海 金 作中   

      西村 涼花 千城台南中    中川梨華 千葉学芸高   鈴木 千晴 大宮西高   高木 優奈 相洋高   

      大村   南中山中   松蔵 美羽 福井工大付高   花渕 里帆 稲毛高付中   高橋 夏奈 埼玉平成中   

      松﨑 麻矢 共立女子二高    伊藤栞奈 千葉経大付高   金野 優菜 杉並学院中   高橋 夢羽 荻野中   

      石井 理緒 本丸中   桑原  萌 高崎健康福祉大高   乗富  結 拓大紅陵高   高橋  幸 埼玉栄中   

      吉田 優利 麗沢中   広田 真優 杉並学院中   小倉    日出高   山野辺栞南 共立女子二高   

       河野杏奈 松沢中    林菜乃子     記念国際高   工藤 優海 麗沢高   坂井 七菜    台中   



     筒井 美羽小金井二中   橋添  穂 山梨大付中   桑山 紗月
     小崎  茜 八幡東中   美馬   目黒学院高   磯井 玲那
     坂井 留奈戸田中   矢口 愛理埼玉栄高   大石 彩未
     押田千菜実千葉学芸高   堀越 心愛麻生中   松崎 奈未
     岩崎 美紀三芳中   西村   千葉学芸高   矢嶋 真琴
     鈴木 萌子拓大紅陵高   山崎  杏 中原中   稲垣那奈子
     中村 恵美志学館高   橋添  恵 山梨学院大付高   石川 璃紗
     柴田 莉奈日大高   関  悠那     女子中   梅田 日陽
     町田 涼紗千葉日大一高   久保 青空麗沢中   矢作 紗香

      西村 涼花千城台南中    中川梨華千葉学芸高   鈴木 千晴
      大村   南中山中   松蔵 美羽福井工大付高   花渕 里帆
      松﨑 麻矢共立女子二高    伊藤栞奈千葉経大付高   金野 優菜
      石井 理緒本丸中   桑原  萌 高崎健康福祉大高  乗富  結
      吉田 優利麗沢中   広田 真優杉並学院中   小倉    
       河野杏奈松沢中    林菜乃子    記念国際高   工藤 優海



千葉日大一高   川崎 柚菜千葉国際高   
拓大紅陵高   諸橋 愛奈佐久長聖中   
拓大紅陵高   平野 愛子杉並学院中   
中川西中   阿部  萌 拓大紅陵高   
堀越高   森    日大高   
日女大付中   千葉 雪乃山梨学院大付高   
厚木北高   田中   日大桜丘高   
開志学園高   播磨 知優千葉学芸高   
共立女子二高   小暮 広海金 作中   
大宮西高   高木 優奈相洋高   
稲毛高付中   高橋 夏奈埼玉平成中   
杉並学院中   高橋 夢羽荻野中   
拓大紅陵高   高橋  幸 埼玉栄中   
日出高   山野辺栞南共立女子二高   
麗沢高   坂井 七菜   台中   



     

           組 打順 時刻 選手名 所属 初日順列 初日   初日    
       筒井 美羽小金井二中       
       橋添  穂 山梨大付中       
       桑山 紗月千葉日大一高       
       川崎 柚菜千葉国際高       
       小崎  茜 八幡東中       
       美馬   目黒学院高       
       磯井 玲那拓大紅陵高       
       諸橋 愛奈佐久長聖中       
       坂井 留奈戸田中       
       矢口 愛理埼玉栄高       
       大石 彩未拓大紅陵高       
       平野 愛子杉並学院中       
       押田千菜実千葉学芸高       
       堀越 心愛麻生中       
       松崎 奈未中川西中       
       阿部  萌 拓大紅陵高       
       岩崎 美紀三芳中       
       西村   千葉学芸高       
       矢嶋 真琴堀越高       
       森    日大高       
       鈴木 萌子拓大紅陵高       
       山崎  杏 中原中       
       稲垣那奈子日女大付中       
       千葉 雪乃山梨学院大付高       
       中村 恵美志学館高       
       橋添  恵 山梨学院大付高       
       石川 璃紗厚木北高       
       田中   日大桜丘高       
       柴田 莉奈日大高       
       関  悠那     女子中       
       梅田 日陽開志学園高       
       播磨 知優千葉学芸高       
       町田 涼紗千葉日大一高       
       久保 青空麗沢中       
       矢作 紗香共立女子二高       
       小暮 広海金 作中       
        西村 涼花千城台南中       
         中川梨華千葉学芸高       
        鈴木 千晴大宮西高       
        高木 優奈相洋高       
        大村   南中山中       
        松蔵 美羽福井工大付高       
        花渕 里帆稲毛高付中       
        高橋 夏奈埼玉平成中       
        松﨑 麻矢共立女子二高       
         伊藤栞奈千葉経大付高       
        金野 優菜杉並学院中       
        高橋 夢羽荻野中       
        石井 理緒本丸中      
        桑原  萌 高崎健康福祉大高      
        乗富  結 拓大紅陵高       
        高橋  幸 埼玉栄中       
        吉田 優利麗沢中      
        広田 真優杉並学院中      
        小倉    日出高      
        山野辺栞南共立女子二高      

      



     

         河野杏奈松沢中      
         林菜乃子    記念国際高      
        工藤 優海麗沢高      
        坂井 七菜   台中      
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成績順   

           組 打順 時刻 選手名 所属 初日順列 初日   初日    
         河野杏奈松沢中      
         林菜乃子    記念国際高      
        工藤 優海麗沢高      
        坂井 七菜   台中      
        吉田 優利麗沢中      
        広田 真優杉並学院中      
        小倉    日出高      
        山野辺栞南共立女子二高      
        石井 理緒本丸中      
        桑原  萌 高崎健康福祉大高      
        乗富  結 拓大紅陵高       
        高橋  幸 埼玉栄中       
        松﨑 麻矢共立女子二高       
         伊藤栞奈千葉経大付高       
        金野 優菜杉並学院中       
        高橋 夢羽荻野中       
        大村   南中山中       
        松蔵 美羽福井工大付高       
        花渕 里帆稲毛高付中       
        高橋 夏奈埼玉平成中       
        西村 涼花千城台南中       
         中川梨華千葉学芸高       
        鈴木 千晴大宮西高       
        高木 優奈相洋高       
       町田 涼紗千葉日大一高       
       久保 青空麗沢中       
       矢作 紗香共立女子二高       
       小暮 広海金 作中       
       柴田 莉奈日大高       
       関  悠那     女子中       
       梅田 日陽開志学園高       
       播磨 知優千葉学芸高       
       中村 恵美志学館高       
       橋添  恵 山梨学院大付高       
       石川 璃紗厚木北高       
       田中   日大桜丘高       
       鈴木 萌子拓大紅陵高       
       山崎  杏 中原中       
       稲垣那奈子日女大付中       
       千葉 雪乃山梨学院大付高       
       岩崎 美紀三芳中       
       西村   千葉学芸高       
       矢嶋 真琴堀越高       
       森    日大高       
       押田千菜実千葉学芸高       
       堀越 心愛麻生中       
       松崎 奈未中川西中       
       阿部  萌 拓大紅陵高       
       坂井 留奈戸田中       
       矢口 愛理埼玉栄高       
       大石 彩未拓大紅陵高       
       平野 愛子杉並学院中       
       小崎  茜 八幡東中       
       美馬   目黒学院高       
       磯井 玲那拓大紅陵高       
       諸橋 愛奈佐久長聖中       

      



成績順   

       筒井 美羽小金井二中       
       橋添  穂 山梨大付中       
       桑山 紗月千葉日大一高       
       川崎 柚菜千葉国際高       

      



成績順   
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