
★　個人戦
順 位 都道府県 フ　リ　ガ　ナ 得 点 備　考

1 神奈川県 ヨコヤマ　ミミ 1,926

2 北海道 セイノ　エミリ 1,904

3 三重県 イリエ　ナナミ 1,883

4 福岡県 サカモト　カズエ 1,877

5 三重県 タニハラ　ミライ 1,846

6 岡山県 オオバヤシ　レナ 1,840

7 静岡県 ヒサマツ　ミホ 1,836

8 富山県 チュウマン　アキコ 1,804

★　団体戦（２人チーム）
順 位 チーム名 フ　リ　ガ　ナ 得 点 備　考

監督 柳川　　穂波 ヤナガワ　ホナミ

選手 谷原　　美来 タニハラ　ミライ

選手 入江　菜々美 イリエ　ナナミ

監督 張ヶ谷富美子 ハリガヤ　フミコ

選手 向谷　　優那 ムコウタニ　ユウナ

選手 鈴木　　順子 スズキ　ジュンコ

監督 木戸　　　修 キド　オサム

選手 菅野　　沙織 カンノ　サオリ

選手 佐藤　　悠里 サトウ　ユリ

監督 黒瀬　　貞夫 クロセ　サダオ

選手 工藤　ひかる クドウ　ヒカル

選手 清野　えみり セイノ　エミリ

監督 仲岡　　伸哲 ナカオカ　ノブアキ

選手 伊勢川　華愛 イセガワ　ハナエ

選手 安里　　紗希 アサト　サキ

監督 張ヶ谷富美子 ハリガヤ　フミコ

選手 水野　あやか ミズノ　アヤカ

選手 藤田　　梨聖 フジタ　リセ

監督 石井　　浩次 イシイ　コウジ

選手 細戸　　千聖 ホソド　チサト

選手 門田　　裕美 モンダ　ヒロミ

監督 的野　　洋祐 マトノ　ヨウスケ

選手 坂井　　百望 サカイ　モモ

選手 藤田　　亜美 フジタ　アミ

7 福岡県Ａ 3,422

7 広島県Ｂ 3,422

6 千葉県Ｂ 3,445

5 和歌山県Ｂ 3,533

4 北海道Ｂ 3,647

3,659

3,693

2 千葉県Ａ 3,677

谷原　　美来

大林　　令奈

久松　　美穂

中馬　亜希子

3 神奈川県Ｂ

氏　　　名

1 三重県Ａ

横山　　実美

清野　えみり

入江　菜々美

阪本　　和江
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★　団体戦（４人チーム)
順 位 都道府県 フ　リ　ガ　ナ 得 点 備　考

監督 木戸　　　修 キド　オサム

選手 藤原　　聖佳 フジワラ　セイカ

選手 横山　　実美 ヨコヤマ　ミミ

選手 菅野　　沙織 カンノ　サオリ

選手 佐藤　　悠里 サトウ　ユリ

監督 仲岡　　伸哲 ナカオカ　ノブアキ

選手 伊勢川　華愛 イセガワ　ハナエ

選手 山本　　菜由 ヤマモト　ナユ

選手 安里　　紗希 アサト　サキ

選手 川口　　茉紀 カワグチ　マキ

監督 塩山　　一美 シオヤマ　カズミ

選手 新畑　　加奈 シンバタ　カナ

選手 池田　　智美 イケダ　トモミ

選手 小林　満里奈 コバヤシ　マリナ

選手 吉田　　　愛 ヨシダ　マナ

監督 黒瀬　　貞夫 クロセ　サダオ

選手 保木　　絵理 ホキ　エリ

選手 水野　由希子 ミズノ　ユキコ

選手 工藤　ひかる クドウ　ヒカル

選手 清野　えみり セイノ　エミリ

監督 坂本　　玲子 サカモト　レイコ

選手 坪井　　美樹 ツボイ　ミキ

選手 荒川　　沙里 アラカワ　サリ

選手 仲村　　麻衣 ナカムラ　マイ

選手 吉田　由美子 ヨシダ　ユミコ

監督 柳川　　穂波 ヤナガワ　ホナミ

選手 谷原　　美来 タニハラ　ミライ

選手 濵田　真由美 ハマダ　マユミ

選手 入江　菜々美 イリエ　ナナミ

選手 梶田　ひかる カジタ　ヒカル

監督 野口　　修一 ノグチ　シュウイチ

選手 今井　　双葉 イマイ　フタバ

選手 森永　希世子 モリナガ　キヨコ

選手 中川　　晶子 ナカガワ　アキコ

選手 藤田　千代美 フジタ　チヨミ

監督 深澤　　智秀 フカサワ　トモヒデ

選手 小野　　瑞歩 オノ　ミズホ

選手 小川　　智美 オガワ　トモミ

選手 木村　亜沙子 キムラ　アサコ

選手 久松　　美穂 ヒサマツ　ミホ

6 三重県 4,603

8 静岡県 4,379

4,833

4 北海道 4,788

7 熊本県 4,533

1

5

3

埼玉県 4,625

2 和歌山県 4,916

茨城県

神奈川県 4,939
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