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パロマ瑞穂アリーナ
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伊藤　愛香 (中央)
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56 飯干　紗世 (愛み大瑞穂) 鄭　羽杉 (向陽)

金井　杏純 (桜花学園)
55 伊藤　柚希 (日進西) 小島　麗佳
54 三浦　瑠菜 (名古屋南)

蟹江　心陽
50 横山　桃 (名城大附)

53 村松　結奈 (松蔭) 井村　朱子

49 鵜飼　果歩 (豊明) 平野　瑠菜 (松蔭)

52 土江　真奈 (中部大第一) 道家　優月 (日進西)

横山　瑠奈 (名古屋南)
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45 岡部　真依 (日進西) 寺倉　帆乃花 (日進西) 101

47 西　陽菜乃 (南陽) 西田　一花
46 福井　利璃 (東郷)

44 浅沼　葉音 (桜花学園) 中台　早咲 (桜花学園) 100

桑名　志歩 (日進西) 98
43 長森　恵咲 (桜台) 榊原　美保
42 岩川　咲奈 (若宮商業)

(熱田) 99

41 富田　莉果 (名城大附) 藤嶋　七渚 (豊明) 97
40 森　柚稀 (惟信) 長澤　乃愛 (桜花学園) 96

⑥ ⑭

青木　湊津 (中部大第一) 94
39 八木　美咲 (桜花学園) 小川　唯花
38 中村　陽花 (日進西)

(名古屋南) 95

37 ｂｙｅ ｂｙｅ 93
36 山下　愛絵 (名古屋大谷) 安達　望未 (名工学院) 92

ｂｙｅ 90
35 吉川　愛姫 (桜花学園) 福田　悠楓
34 ｂｙｅ

(惟信) 91

33 小林　美月 (中部大第一) 大宮　蘭子 (享栄) 89
32 松元　柚衣花 (名古屋南) 寺尾　媛花 (日進西) 88

⑬

磯田　奈佑 (桜花学園) 86
31 石川　琴望 (日進西) 西川　可恋
30 井上　未悠 (熱田)

(名古屋大谷) 87

29 竹内　伶奈 (向陽) 西川　未由 (名城大附) 85
28 新美　花笑 (名城大附) 村瀬　瑠美 (緑) 84

佐藤　璃奈 (中部大第一) 82
27 中川　千尋 (桜花学園) 田中　　実寿々

26 出村　響 (日進西)
(名城大附) 83

25 梶野　みずほ (熱田) 杉江　弥月 (日進西) 81
24 高橋　古都 (東郷) 早坂　里奈 (桜花学園) 80

片桐　葉南 (向陽) 78
23 ｂｙｅ
22 勝野　愛理 (昭和)

ｂｙｅ 79

21 梶谷　彩月 (中部大第一) 渡辺　琴音 (名古屋工科) 77
20 ｂｙｅ ｂｙｅ 76

纐纈　茜 (名古屋南) 74
19 水野　愛子 (豊明) 大濵　未来
18 浅井　優那 (日進西)

(桜花学園) 75

17 上村　日菜 (向陽) 平川　真穂 (享栄) 73
16 金　美慧 (桜台) 小川　菜々穂 (日進西) 72

鶴田　紗耶 (東郷) 70
15 八木田　琴絵 (名古屋南) 河西 　遥香
14 大平　育未 (享栄)

(瑞陵) 71

13 増田　沙良 (松蔭) 田中　香穂 (熱田) 69
12 林　優希 (桜花学園) 新田　心優 (豊明) 68

森重　みすず (若宮商業) 66
11 齊藤　綾栞 (名城大附) 山口　莉穂
10 小林　七華 (日進西)

(名古屋南) 67

9 ｂｙｅ ｂｙｅ 65
8 友田　澪 (中央) 坪井　聖奈 (南陽) 64

ｂｙｅ 62
7 河合　美佳 (日進西) 中川　美咲
6 近藤　南摘 (中部大第一)

(中部大第一) 63

5 石走　萌 (名城大附) 大野　未来 (名古屋南) 61
4 西塚 　のぞみ (瑞陵) 上林　由依 (桜台) 60

駒田　步乃歌 (日進西) 58
3 竹内　美々 (桜花学園) 福田　あゆみ
2 服部　亜珠 (名古屋南)

(名城大附) 59
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1 藤井　望未 (名経大高蔵) 山川　美雪 (桜花学園) 57
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