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37 小磯 維織(叡明) 斉木 涼風(越谷東) 濱田 真綾(越谷南) 山田 あんり(松山女子)

36 大川 真奈(伊奈学園) 宮田 青佳(武蔵越生) 飯岡 乃愛(春日部女) 米川 里奈(草加南)

35 原田 磨里(大宮武蔵野) 飛田 ほのか(越谷東) 大谷 明日香(大宮南) 長田 美玖(鷹の台)

34 佐藤 柊侑(越谷西) 杉田 和歌菜(川口市立) 篠原 萌(南稜) 山口 風香(伊奈学園)

33 小堀 真央(春日部女) 今村 沙椰(川口北) 根本 菜づき(久喜北陽) 涌井 瑞歩(松山女子)

32 飯倉 綾音(浦和麗明) 近藤 璃乙(草加南) 大原 瑞稀(鷹の台) 伊藤 沙絵美(川口北)

31 新岡 由菜(浦和北) 下山 千夏(浦和南) 荻野 由布子(松山女子) 中山 美沙希(伊奈学園)

30 的場 郁美(浦和東) 川島 菜摘(春日部女) 森尻 愛奈(不動岡) 庄司 笑海(草加南)

29 長澤 ちひろ(大宮東) 栁沼 夢莉(浦和南) 上水流 美羽(浦和麗明)  兵頭 佳奈子(川口北)

28 井上 花菜(越谷西) 輿石 愛華(鷹の台) 大江 亜伊実(県立川口) 杉岡 明音(草加南)

27 藤本 智穂(不動岡) 荒井 瞳(浦和東) 橋爪 雪奈(伊奈学園) 大久保 樹香(庄和)

26 山本 美晴(浦和南) 浦部 愛菜(草加南) 渡邊 小梅(浦和麗明) 福﨑 楓恋(鷹の台)

25 松岡 寧々(川口東) 望月 麻衣花(浦和東) 熊澤 みなみ(松山女子) 藤田 みずき(不動岡)

24 野上 瑠乃(鴻巣) 武田 歩華(上尾) 休場 莉音(草加南) 木内 泉水(松山女子)

23 柳原 音葉(川口北) 棚橋 美華(鳩ヶ谷) 小野寺 亜美(久喜北陽) 梅香 美帆(県立川口)

22 佐藤 澪(坂戸西) 猪狩 彩華(三郷高) 新井 莉己(久喜北陽) 染矢 一葉(松山女子)

21 新藤 莉沙(川口市立) 匂坂 真子(豊岡) 寺井 菜奈羽(上尾) 大久保 祐衣(伊奈学園)

20 萩原 春菜(本庄第一) 廣瀬 夏萌(久喜北陽) 柴山 美樹(不動岡) 三橋 加奈(松山女子)

19 笹島 栞菜(大宮東) 根本 莉緒(鷲宮高校) 高橋 明日香(杉戸) 柿沼 美涼(松山女子)

18 齋藤 聖(星野) 細淵 真凛(浦和北) 須永 莉子(浦和南) 大城 結衣(南稜)

17 川島 菜奈(蕨) 浅見 真朋(本庄東) 毛塚 心優(不動岡) 永瀬 貴与美(県立川口)

16 村上 真菜(山村学園) 小澤 澪(鷲宮高校) 菅又 愛菜(大宮南) 真島 優花(浦和南)

15 本郷 紗希(越谷西) 照井 真央(松山女子) 岩原 菜々子(浦和東) 小畑 友紀(不動岡)

14 新井 心海(越谷総合) 阿部 晴香(蓮田松韻) 新井 里奈(上尾) 小島 莉那(草加南)

50 稲橋 柚乃(浦和北) 南 朱莉(本庄東) 熊谷 莉子(川越西) 川口 春香(春日部女)13 柴﨑 恵那(鴻巣) 大庭 真優(伊奈学園) 清水 稜希(川口北) 武藤 萌夏(鷹の台)

49 高村 星七(大宮南) 木村 実玖(南稜) 永田 侑愛(鷹の台) 宮本 萌(川口北)12 工藤 優喜(越谷総合) 廣井 歩美(大宮南) 会森 玲奈(杉戸) 小林 鈴奈(浦和南)

48 安藤 桃花(山村学園) 久國  加乃(蕨) 福澄 美咲(川越西) 石田 佳南(浦和南)11 阿部 もえ(春日部女) 久保田 朱音(鷲宮高校) 岡野 伶菜(川越西) 宇田川 紗弥(県立川口)

47 福田 はんな(滑川総合) 木村 夏歌(星野) 竹林 結花(草加西) 山本 早笑(不動岡)10 熊谷 理子(星野) 西 遥菜(坂戸西) 中竹 栞菜(川口北) 辻 華乃(浦和南)

46 武藤 萌香(星野) 森 奎華(川越西) 吉田 真菜(不動岡) 東 美里(浦和南)9 関根 里佳子(久喜北陽) 山口 あいり(草加西) 谷江 桃果(庄和) 深町 侑那(松山女子)

45 小山 亜美(浦和学院) 新保 友紀乃(上尾) 川口 華希(大宮南)  林 優希(川口北)8 鈴木 菜央(越谷西) 大竹 真実(越谷南) 山沢 夏葵(県立川口) 藤田 舞桜(不動岡)

44 成田 未知(坂戸西) 飯島 春花(大宮商業) 恩田 綾奈(草加南) 小澤 凛乃(松山女子)7 櫻井 鈴(大宮南) 福本 淑乃(杉戸) 坂本 奈摘(上尾) 長谷川 琴乃(庄和)

43 藤城 里菜(越谷西) 戸澤 毬花(鷹の台) 内山 葵(春日部女) 渡會 もも(浦和南)6 高梨 莉緒(浦和北) 泉谷 幸緯(松山女子) 福嶋 志織(鷹の台) 石山 芽依(伊奈学園)

42 澤田 愛(川口北) 加藤 遥(越谷東) 高田 葵(浦和南) 市川 結菜(県立川口)5 榎本 愛希(叡明) 西澤 茉那佳(坂戸西) 嶋 恵(浦和南) 田口 愛美(草加南)

41 高橋 愛子(春日部女) 杉山 楓花(不動岡) 中村 汐里(伊奈学園) 佐藤 愛紗(草加西)4 今川 茉優(川越西) 市川 明日美(山村学園) 那須 彩夢(杉戸)  金子 百花(川口北)

40 鈴木 乃亜(蓮田松韻) 小野田 紗季(川口北) 安藤 美貴(鷲宮高校) 織田 里咲(春日部女)3 黒澤 妃愛(鷹の台) 大室 瞳美(上尾橘) 深井 妃菜(庄和) 峯村 なつき(浦和南)

39 小﨑 優衣(大宮商業) 柴 侑希(草加南) 大澤 由依(松山女子) 落合 梨紗(鷹の台)2 金澤 美月(浦和麗明) 福島 乃愛(叡明) 西岡 萌衣(草加南) 廉澤 美優(草加西)

38 石川 穂乃香(本庄第一) 蓜島 悠(浦和学院) 新井 心遥(蕨) 雪 実里(松山女子)
女子１６歳

1 小泉 歩璃(本庄第一) 高橋 瑛菜(庄和) 吉田 菜愛(県立川口) ()
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