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142 釜谷 知佳 石川

140 山本 采奈 富山

141 山本 陽貴 静岡

138 金子 歩乃夏 新潟

139 野原 万由佳 岐阜

136 山元 千聖 富山

137 物部 咲月　 長野

134 岡田 恭佳 石川

135 平山 亜以 静岡

132 阿部 実怜 長野

133 星野 ことみ 静岡

130 長谷川 莉乃 福井

131 廣瀬 咲 三重

128 津田 灯香里 三重

129 前田 陽香 富山

126 可知 穂菜美 岐阜

127 伊藤 未柚 愛知

124 岩野 真睦 愛知

125 八木 千菜美 静岡

122 高本 彩聖 富山

123 井上 結羽 静岡

120 稲垣 奈々 新潟

121 加藤 環季 石川

118 中山 うらら 愛知

119 水野 会理 岐阜

116 打尾 陽香 富山

117 桑原 菜月 静岡

114 播摩 朋奈 石川

115 松山 祐実 新潟

112 棚橋 美友 三重

113 藤浦 あいこ 静岡

110 大林 美空 福井

111 伊藤 一愛 岐阜

108 田中 桃子 新潟

109 山﨑 仁優 富山

106 仲野 未来 新潟

107 鈴木 愛実 静岡

104 新田 星来 静岡

105 斎藤 ひなた 福井

102 大塚 早耶香 岐阜

103 竹内 柚子 富山

100 染川 遙 石川

101 河西 紅花 長野

寧音 長野

99 三仙 柚葉 富山

千紘 福井

97 杉山 幸菜 静岡

96 杉本

98 古市

太田 捺美香 長野 47

伊藤 菜望 石川 45

平井 杏海 静岡 46

近藤 美海 愛知 43

鈴木 沙依 新潟 44

佐藤 絢音 愛知 41

志知 夕里菜 岐阜 42

上山 未来 新潟 39

小林 萌花 福井 40

白木 晴菜 岐阜 37

大杉 しずく 静岡 38

石黒 愛莉 静岡 35

世古口 海南 三重 36

大峯 夏帆 三重 33

竹腰 結衣 岐阜 34

西村 奏夢 長野 31

地本 恵茉 静岡 32

杉井 唯央莉 福井 29

松井 収那 富山 30

吉田 真菜 富山 27

森 みなみ 岐阜 28

山﨑 雪乃 静岡 25

鈴木 那依 新潟 26

種瀬 菜織 三重 23

多﨑 千帆 石川 24

三輪 絢加 岐阜 21

小林 未来 福井 22

竹本 晴來 福井 19

遠藤 朋佳 静岡 20

吉田 凪沙 岐阜 17

山本 鈴乃 愛知 18

上野 結梨 長野 15

伏木 和鈴 富山 16

髙橋 まりあ 新潟 13

水上 京香 石川 14

中橋 奈智 石川 11

西山 愛莉 静岡 12

山﨑 のどか 富山 9

林 香菜美 愛知 10

三好 蒼 静岡 7

小川 咲亜弥 岐阜 8

東  美衣奈 三重 5

宮下 真帆 福井 6

伊東 沙依 福井 3

平澤 侑季 静岡 4

舟橋 奏帆 愛知 1

� 田 星架 静岡 2
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