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20 滝本 佳林 ﾀｷﾓﾄ ｶﾘﾝ 軽井沢フェアリーズ 16 20 土屋 怜奈 ﾂﾁﾔ ﾚｲﾅ 軽井沢フェアリーズ 15 1 松永 涼夏 ﾏﾂﾅｶﾞ ｽｽﾞｶ HC日光アイスバックスレディース 16

30 三浦 万里奈 ﾐｳﾗ ﾏﾘﾅ FIORE　TORSPO 15 30 佐藤 めい ｻﾄｳ ﾒｲ 釧路ベアーズ 14 20 松原 みく ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｸ 西宮GANBAX 14

24 浅野 莉彩 ｱｻﾉ ﾘｻ 中日レディース 13

8 児玉 咲世 ｺﾀﾞﾏ ｻﾖ 中日レディース 16 8 橋本 聖菜 ﾊｼﾓﾄ ｾﾅ ハセガワウィッチーズ 14 8 佐々木 愛実 ｻｻｷ ｱﾐ VORTEX　SAPPORO 13

14 藤本 菜那 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾅ 西宮GANBAX 15 14 小西 あゆみ ｺﾆｼ ｱﾕﾐ 釧路ベアーズ 15 14 古保 佳純 ｺﾎﾞ ｶｽﾐ 西宮GANBAX 14

17 C 小島 千明 ｺｼﾞﾏ ﾁｱｷ 軽井沢フェアリーズ 16 17 片野 百笑 ｶﾀﾉ ﾓﾓｴ VIVAレディース 16 17 岩崎 涼果 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｶ 真駒内レディース 16

18 齋藤 寧々 ｻｲﾄｳ ﾈﾈ ハセガワウィッチーズ 14 18 高橋 美玖 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ VORTEX　SAPPORO 15 18 伊藤 凪沙 ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ ハセガワウィッチーズ 15

19 高崎 恵 ﾀｶｻｷ ﾒｸﾞﾐ ミネルヴァ福岡 13 19 野村 暉 ﾉﾑﾗ ｷﾗﾗ 軽井沢フェアリーズ 13 19 松原 まゆ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾕ 西宮GANBAX 14

9 薮田 瑞穂 ﾔﾌﾞﾀ ﾐｽﾞﾎ 釧路ベアーズ 15 9 堤 萌香 ﾂﾂﾐ ﾓｴｶ 中日レディース 14 9 菅野 友花 ｶﾝﾉ ﾄﾓｶ 釧路ベアーズ 14

10 今枝 千遥 ｲﾏｴﾀﾞ ﾁﾊﾙ 中日レディース 16 10 寶田 マリア ﾎｳﾀﾞ ﾏﾘｱ VIVAレディース 16 10 小野 愛奈 ｵﾉ ｱｲﾅ HC日光アイスバックスレディース 13

11 仙道 円か ｾﾝﾄﾞｳ ﾏﾄﾞｶ 中日レディース 15 11 上浦 花南 ｶﾐｳﾗ ｶﾅ ハセガワウィッチーズ 13 11 清水 祭里 ｼﾐｽﾞ ﾏﾂﾘ HC日光アイスバックスレディース 14

12 藤田 楓 ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ VORTEX　SAPPORO 14 12 宮野 柚美 ﾐﾔﾉ ﾕｳﾐ ミネルヴァ福岡 13 12 岸田 杏樹 ｷｼﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 西宮GANBAX 16

15 神谷 咲希 ｶﾐﾔ ｻｷ 中日レディース 13 15 林 玲菜 ﾊﾔｼ ﾚﾅ 西宮GANBAX 16 15 中野 さくら ﾅｶﾉ ｻｸﾗ 西宮GANBAX 13

16 佐藤 莉子 ｻﾄｳ ﾘｺ VORTEX　SAPPORO 13 16 児玉 芙美 ｺﾀﾞﾏ ﾌﾐ 中日レディース 14 16 高橋 碧海 ﾀｶﾊｼ ｳﾐ HC日光アイスバックスレディース 14

21 松岡 杏海 ﾏﾂｵｶ ｱﾐ 西宮GANBAX 14 21 中村 真鈴 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘﾝ 軽井沢フェアリーズ 16 21 土居 史佳 ﾄﾞｲ ﾌﾐｶ VORTEX　SAPPORO 13

22 犬童 南波 ｲﾇﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 岡山レディース 16 22 菅原 千春 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾊﾙ 釧路ベアーズ 13 22 寺沢 南海 ﾃﾗｻﾜ ﾐﾅﾐ 軽井沢フェアリーズ 16

23 久川 奈月 ﾋｻｶﾜ ﾅﾂｷ VIVAレディース 14 23 阿久津 涼 ｱｸﾂ ﾘｮｳ 中日レディース 13 23 相馬 七海 ｿｳﾏ ﾅﾅﾐ 真駒内レディース 16

24 伊東 美優 ｲﾄｳ ﾐﾕｳ HC日光アイスバックスレディース 16 24 鈴木 真雪 ｽｽﾞｷ ﾏﾕｷ VORTEX　SAPPORO 15

坂上　智子 ｻｶｶﾞﾐ ﾄﾓｺ 尾野　聡美 ｵﾉ ｻﾄﾐ 大谷　陽子 ｵｵﾀﾆ ﾖｳｺ
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