
生年 連盟

【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *

氏　　  名 所   属   名SAJSLＢｉｂ ----- -----Ｓｔ順

1998 神奈川 (03010878) 滝田 怜奈       岡野中学校                     194.87741

1998 東京   (03009312) 鈴木 美冬       日本大学第二中学校             259.36752

1998 東京   (03011815) 野上 結季乃     学習院女子中学校               274.64763

1997 東京   (03009449) 鈴木 彩香       十文字高校                     177.88774

1998 東京   (03012802) 原口 玲         法政大学中学                   373.82785

1998 神奈川 (03011466) 田村 みのり     日本大学中学校                 265.41796

1997 東京   (03009274) 中渡 智香       入谷中学校                     147.13807

1998 東京   (03010532) 岡部 真生       ｶﾙﾎﾞSC                         365.27818

1998 東京   (03011422) 鎌田 優衣       稲城第六中学校                 158.10829

1998 長野   (03010549) 前田 知沙樹     塩尻中学校                     105.058310

1998 東京   (03012865) 木下 香穂       ｸﾗﾌﾞﾈｰｳﾞｪ                      230.468411

1998 埼玉   (03011848) 中野 頌子       上柴中学校                     197.998512

1998 神奈川 (03010462) 菅谷 真悠子     桐蔭学園中学                   181.478613

1998 神奈川 (03012767) 長澤 美季       自修館中等教育学校             168.718714

1998 埼玉   (03011857) 嶋田 晴夏       勝瀬中学校                     217.548815

1997 東京   (03012801) 中塚 彩華       法政大学中学                   408.578916

1997 東京   (03012800) 岩橋 妃咲       法政大学中学                   527.829017

1998 東京   (03012803) 天野 美奈       法政大学中学                   584.369118

1998 東京   (03012871) 渡邉 渓         練馬中学校                     999.999219

1999 東京   (03013256) 藤原 ひなた     法政大学中学                   9320

1999 茨城   (03009622) 石塚 凛         手代木中学校                   9421

1999 新潟   (03011318) 小堺 美月       松之山中学校                   9522

1999 千葉   (03010459) 深山 笑里       聖徳大学附属女子中学           9623

2000 長野   (03012627) 若月 新         信濃中学校                     9724

1999 群馬   (03010584) 篠原 柚里奈     長野原東中学校                 9825

2000 東京   (03012778) 鈴木 さくら     早稲田実業中学校               9926

1999 東京   (03012876) 鎌田 理緒       田園調布雙葉中学校             10027

1999 東京   (03011122) 西沢 優佳里     第三(調布）中学校              10128

1999 京都   (03009908) 柴尾 侑佳       京都光華中学校                 10229

1999 東京   (03013255) 多賀谷 有沙     法政大学中学                   10330

1999 埼玉   (03009833) 小山 恵         朝霞第一中学校                 10431

1998 東京   (03013045) 岩﨑 愛         三鷹第2中学校                  10532

1999 長野   (03010616) 新村 莉音       菅平中学校                     10633

1999 東京   (03013257) 武藤 優梨巴     法政大学中学                   10734

2000 長野   (03011632) 吉澤 佑香       南牧中学校                     10835

1999 東京   (03011343) 石渡 実香       武蔵野市立弟一中学校           10936

1999 埼玉   (03011850) 髙山 楓夏       伊奈中学校                     11037

1997 東京   (03012799) 須藤 澪香       法政大学中学                   11138

1997 神奈川 (03010879) 齋藤 麻梨奈     ｼｮｰﾅﾝ･ｷｯｽﾞ                     11239

1999 埼玉   (03011855) 大沼 恭子       本庄東高校附属中学校           11340

1999 群馬   (03009569) 松本 なのは     嬬恋中学校                     11441
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