
3

山下　由奈 (柔仁会) 21

11 告下　葵音 (守　山) 3

10 安里　輝 (草　津) 2

松井　綺星 (東　レ) 19

9 藤川ゆうか (能登川) 谷口　璃希 (清流館) 20

8 上田　莉海 (志道館)

池田　咲稀　 (竜　王) 17

7 教野　翔愛 (木之本) × 小松　陽和 (大　津) 18

6 杉本　陽和 (柔仁会)

澤井　日和 (能登川) 15

5 丸山　聖妃 (湖　東) 山口　佑海 (彦　根) 16

4 武田　泰愛 (大　津) 南橋
（浅井）

小川　一華 (湖　東) 13

3 嘉村　実玲 (彦　根) 島村　里佳 (守　山) 14

2 佐々生奈咲 (能登川)

４年女子
1 南橋　心晴 (浅　井) 1 3 酒井　里桜 (大　津) 12

竹内　姫華 (湖　東) 19

10 鷹押　涼奈 (東　レ) 3 2 大坪　咲結 (大　津) 20

9 前田　菜実 (清心館)

堀江　柚華 (米　原) 17

8 山中こまち (八日市) 藤江　杏実 (実践館) 18

7 平田　真綾 (成道会)

15

6 北村　千維 (浅　井) 巽　日葵 (清流館) 16

(大　津) 渡辺　紗也 (米　原)

西村　小春 (湖　南) 13

4 浅井蓬乃香 (柔仁会) 小林
(石山塾)

池野　空 (東　レ) 14

5 古川　湖町

3 粕渕　一華 (米　原)

11

2 畑中　彩花 (岡　山) 田嶋　桧依 (清心館) 12

小林　美友 (石山塾) 1 中谷　咲子 (能登川)

3 谷本真琳菜 (草　津井) 13

３年女子
1

4 田嶋　朱里 (清心館)

1 布施　美織 (八　幡) 11

3 角田　和泰 (栗　東) 3 村井日菜乃 (蒲　生) 12

布施
(八幡)

2 伊藤　彩藍 (北桐館) 2

２年女子

1年女子
1 青木　真歩 (秦　荘) × 教野　心音 (木之本) 10

南橋
(浅 井)

佐々生美夢 (能登川) 10

2 古株穂乃華 (八　幡) 近藤真梨佳

1 南橋一葵 (浅　井) 1 2

(八　幡) 11

3 藤田いろは (愛　東) 中西美樹子 (愛　東) 12

4 藤川夏未花 (能登川) 近藤穂南 (浅　井) 13

堤　遥花 (長　浜) 14

6 奥田　歩妙 (八日市) 松居　陽向

5 梅本理央奈 (長　浜) ×

(湖　東) 15

7 藤田　澪 (米　原) 中村　椛恋 (愛　東) 16

8 西澤美和子 (清流館) 杉立　一華 (秦　荘) 17

藤田　美沙 (清心館) 189 中野　那美 (湖　東) 3 3



(浅　井) 2010 辻　　佑香 (湖　南) 1 千田　梨瑚

8 佐々生衣真 (能登川) 3 × 丸山　結愛 (愛　東) 18

9 棗　唯衣 (石山塾) 河田　マイ (石山塾) 19

6 杉本湖都音 (草　津) 高島　優奈 (彦　根) 16

7 杉本　萌榎 (蒲　生) 村井　想菜 (蒲　生) 17

4 川越　都未 (成道会) 徳島　陽凪 (湖　南) 14

5 楠亀　京香 (秦　荘) 3 宮下　愛都 (能登川) 15

2 清水　芽生 (長　浜) 西條　愛梨 (清心館) 12

3 清家　憂姫 (蒲　生) 小谷　名織 (栗　東) 13

５年女子

６年女子
1 高松ひかり (湖　南) 2 × 北村　花音 (湖　東) 11

川村　真礼 (東　レ) 18

2 竹内　愛姫 (湖　東) 宮本　雫

1 吉村　紅葉 (浅　井) 1 2

(草　津) 19

3 諸木陽菜紗 (草　津) × 三田　明彩 (神　照) 20

4 小島　凛音 (誠道館) 瀧口　真衣 (岡　山) 21

清水　新向 (米　原) 22

6 髙橋心々野 (高　月) 村井　光

5 法村　朱莉 (清心館)

(高　月) 23

7 谷口　佳世 (東　レ) × 舟谷　陽寧 (守　山) 24

8 堀家　妃乃 (守　山) 青木実乃里 (八日市) 25

北川　日彩 (高　月) 26

10 松居　柚季 (湖　東) 海道ひいな

9 山田和香奈 (天　理)

(清心館) 27

11 清水　彩羽 (高　月) × 辻　玲菜 (湖　東) 28

12 藤澤　佳奈 (東　レ) 植田　真由 (守　山) 29

30

14 園田　逢花 (岡　山) × 熊木　美咲

13 中村　和音 (栗　東) 3

15 丸谷　美羽 (守　山) 大多和紀香 (北桐館)

鍋島　芽 (大　津)

吉村
（浅井）

千田
（浅井）

井上 愛翔 (浅　井) 3417 森櫻　真紀 (成道会) 3

32

16 本田　柚希 (米　原) 半谷満里愛 (湖　南) 33

(八　幡) 31


