
№ SAJNO 氏名漢 県連盟 所属 SAJ_GS ☑

1 3022049 山田 真央 京都 京都光華中学校 119.25
2 3024921 中村 はるか 石川 芦城中学校 160.18
3 3024920 坂田 結来 石川 鳥越中学校 181.18
4 3024537 今村 千春 岐阜 丹生川中学校 219.78
5 3022531 田中 愛佳理 愛知 岡崎市立竜海中学 223.66
6 3024566 溝脇 妃莉 岐阜 北稜中学校 223.70
7 3024669 道宗 眞子 富山 平中学校 224.42
8 3023077 長谷川 まりあ 福井 和泉中学校 226.46
9 3024940 山本 陽 兵庫 千種中学校 243.42

10 3024875 秋山 もあな 静岡 大淵中学校 244.07
11 3025151 植田 悠莉 兵庫 神戸国際中学校 253.12
12 3024918 山田 珠璃 石川 長田中学校 285.46
13 3024936 井上 莉々 兵庫 小代中学校 330.67
14 3022122 宇津宮 捺菜 岐阜 国府中学校 363.62
15 3024937 森下 理沙子 兵庫 小代中学校 380.03
16 3026183 帰山 夏奈 福井 尚徳中学校 402.43
17 3024496 島田 青空 富山 射水市立大門中学校 446.30
18 3021097 石野 菫 愛知 南部中学･一宮ｽｷｰ 491.52
19 3026086 前田 叡美 愛知 南山中学校
20 3026085 加藤 世峰 愛知 東浦中学校
21 3025507 大森 和鼓 岐阜 宮中学校
22 3026061 大家 千夏 京都 京都光華中学校
23 3024119 伊澤 星良 鳥取 大山中学校
24 3025587 吉田 朱希 富山 福光中学校
25 3025588 清利 椛乃 富山 城端中学校
26 3023581 松岡 実和 京都 立命館高校
27 3026343 山下 幸奈 岐阜 荘川中学校
28 3025932 小田 若菜 岐阜 萩原北中学校
29 3024556 石川 晴菜 岐阜 根尾学園
30 3026030 上田 紗菜 兵庫 小代中学校
31 3026031 邊見 陽翠 兵庫 小代中学校
32 3026027 森脇 麗来 兵庫 八鹿青渓中学校
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№ SAJNO 氏名漢 県連盟 所属 SAJ_SL ☑

1 3022049 山田 真央 京都 京都光華中学校 128.60
2 3025151 植田 悠莉 兵庫 神戸国際中学校 206.17
3 3024920 坂田 結来 石川 鳥越中学校 214.23
4 3024940 山本 陽 兵庫 千種中学校 219.45
5 3023077 長谷川 まりあ 福井 和泉中学校 220.43
6 3022531 田中 愛佳理 愛知 岡崎市立竜海中学 223.86
7 3024921 中村 はるか 石川 芦城中学校 233.81
8 3024537 今村 千春 岐阜 丹生川中学校 235.70
9 3024119 伊澤 星良 鳥取 大山中学校 236.26

10 3024669 道宗 眞子 富山 平中学校 271.63
11 3024875 秋山 もあな 静岡 大淵中学校 307.93
12 3024566 溝脇 妃莉 岐阜 北稜中学校 319.32
13 3022122 宇津宮 捺菜 岐阜 国府中学校 360.86
14 3024918 山田 珠璃 石川 長田中学校 398.71
15 3024496 島田 青空 富山 射水市立大門中学校 404.58
16 3026183 帰山 夏奈 福井 尚徳中学校 410.67
17 3021097 石野 菫 愛知 南部中学･一宮ｽｷｰ 466.49
18 3023581 松岡 実和 京都 立命館高校 823.07
19 3026086 前田 叡美 愛知 南山中学校
20 3026085 加藤 世峰 愛知 東浦中学校
21 3025507 大森 和鼓 岐阜 宮中学校
22 3026061 大家 千夏 京都 京都光華中学校
23 3025587 吉田 朱希 富山 福光中学校
24 3025588 清利 椛乃 富山 城端中学校
25 3026343 山下 幸奈 岐阜 荘川中学校
26 3025932 小田 若菜 岐阜 萩原北中学校
27 3024556 石川 晴菜 岐阜 根尾学園
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