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60 60 岩崎 すずか (育英西)

[3～4] 44 藤井 玲奈 (YAMATO) [2] 88 松倉 寧音 (ダイヤ)

43 冨士野 ひな (女子大附属) 87

玉置 凜 (育英西)

42 河野 華怜 (奈良学園登美ヶ丘) 86 津井田 真悠 (上牧中)

41 今出 葵 (鹿ノ台中) 85

小澤 澪 (女子大附属)

40 橋本 莉彩 (育英西) 84 深尾 美翔 (鹿ノ台中)

39 木谷 ららん (大淀中) 83

石原 瑶己 (教育大附属)

38 中島 光優 (教育大附属) 82 古坂 夏萌 (鹿ノ台中)

37 坂下 華 (女子大附属) 81

城 彩音 (奈良学園登美ヶ丘)

36 神吉 咲希 (鹿ノ台中) 80 畑田 真央 (大淀中)

35 七條 来望 (奈良学園登美ヶ丘) 79

新部 実咲 (ダイヤ)

[13～16] 34 高津 向日梨 (奈良学園) [13～16] 78 中村 知郁 (TS奈良)

[9～12] 33 藤丸 明日香 (奈良学園) [9～12] 77

内田 妃菜 (女子大附属)

32 生嶋 琉夏 (上牧中) 76 福本 千織 (鹿ノ台中)

31 小林 りさ子 (教育大附属) 75

BYE

30 佐伯 日花里 (女子大附属) 74 赤星 百香 (奈良学園登美ヶ丘)

29 BYE 73

吉村 歩純 (大淀中)

28 上田 宝來 (鹿ノ台中) 72 松田 智紗 (教育大附属)

27 杉山 茉優 (教育大附属) 71

杉山 菜月 (育英西)

26 大河内 海咲 (育英西) 70 高井 さくら (女子大附属)

25 太田 吏音 (奈良学園登美ヶ丘) 69

奥谷 梨那 (O's)

24 大隈 美和 (大淀中) 68 向井 唯 (鹿ノ台中)

[5～8] 23 松田 瑠菜 (O's) [5～8] 67

武村 優 (女子大附属)

[5～8] 22 大塚 梢夏 (ダイヤ) [5～8] 66 森 裕美 (奈良学園登美ヶ丘)

21 片山 碧衣 (女子大附属) 65

米田 理智 (育英西)

20 中村 風花 (育英西) 64 辻ノ内 美咲 (大淀中)

19 上岡 勇気 (教育大附属) 63

谷口 和香奈 (鹿ノ台中)

18 谷川 実柚 (鹿ノ台中) 62 後藤 紗香弥 (教育大附属)

17 二宮 杏梨 (鹿ノ台中) 61

橋本 采果 (教育大附属)

16 BYE 60 BYE

15 外嶋 桜瑚 (大淀中) 59

土井 真結子 (奈良学園登美ヶ丘)

14 菱田 陽香 (TS奈良) 58 中西 愛華 (郡山西中)

13 松本 悠希 (奈良学園登美ヶ丘) 57

渡邊 怜友 (ダイヤ)

[9～12] 12 永山 知依 (奈良学園) [9～12] 56 吉崎 風華 (ダイヤ)

[13～16] 11 香村 咲良 (ユニークスタイルＴＡ) [13～16] 55

中島 沙葵 (育英西)

10 濵戸 利衣 (鹿ノ台中) 54 立本 はるか (鹿ノ台中)

9 中谷 遼佳 (女子大附属) 53

畑谷 美樹 (奈良学園登美ヶ丘)

8 西 さくら (育英西) 52 岡本 悠良 (大淀中)

7 中山 桜希 (教育大附属) 51

諏訪 遥香 (育英西)

6 福田 瑛万 (TS奈良) 50 石塚 千晶 (女子大附属)

5 岡田 結衣 (奈良学園登美ヶ丘) 49

黒川 咲 (教育大附属)

4 今川 日菜乃 (帝塚山) 48 野川 莉緒 (鹿ノ台中)

3 小泉 舞桜 (女子大附属) 47

小坂 仁夢 (O's)

2 竹田 梨奈 (大淀中) 46 守屋 心晴 (上牧中)

[1] 1 高山 揺 (ダイヤ) [3～4] 45


