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桐山  花音 札幌啓成高 北海道
ｷﾘﾔﾏ ｶﾉﾝ
沖崎  優衣 檜山北高 北海道
ｵｷｻﾞｷ  ﾕｲ
矢萩  雪奈 遠軽高 北海道
ﾔﾊｷﾞ ﾕｷﾅ
小野寺莉子 市立札幌藻岩高 北海道
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｺ
阿部  加鈴 札幌稲雲高 北海道
ｱﾍﾞ ｶﾘﾝ
砂越  瑠李 別海高 北海道
ｽﾅｺｼ ﾙﾘ
高嶋  優希 札幌厚別高 北海道
ﾀｶｼﾏ ﾕｷ
栗林  結衣 美唄尚栄高 北海道
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｲ
貝瀬  茉佑 本別高 北海道
ｶｲｾ ﾏﾕｳ
小守林  蘭 檜山北高 北海道
ｺﾓﾘﾊﾞﾔｼ  ﾗﾝ
工藤  雛妃 芽室高 北海道
ｸﾄﾞｳ ﾋﾅｷ
都築  詩音 双葉高 北海道
ﾂﾂﾞｷ ｺﾄﾈ
逸見  京花 小樽潮陵高 北海道
ﾍﾝﾐ ｷｮｳｶ
山本  実奈 苫小牧東高 北海道
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ
牧田  あみ 網走南ｹ丘高 北海道
ﾏｷﾀ ｱﾐ
枝廣  花月 市立札幌清田高 北海道
ｴﾀﾞﾋﾛ ｶﾂﾞｷ
小島  京華 浦河高 北海道
ｺｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
福岡こころ 深川西高 北海道
ﾌｸｵｶ ｺｺﾛ
猪股  美里 旭川農業高 北海道
ｲﾉﾏﾀ ﾐｻﾄ
佐藤  麗蘭 霧多布高 北海道
ｻﾄｳ ﾚｲﾗ
尾崎  梨杏 北見柏陽高 北海道
ｵｻﾞｷ ﾘｱﾝ
柴沼  玲実 双葉高 北海道
ｼﾊﾞﾇﾏ ﾚﾐ
西川  彩音 名寄高 北海道
ﾆｼｶﾜ ｱﾔﾈ
田中那奈子 立命館慶祥高 北海道
ﾀﾅｶ ﾅﾅｺ
木幡  遥香 網走南ｹ丘高 北海道
ｺﾊﾀ ﾊﾙｶ
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