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1 小山 みき (相 森) 丸山 紗貴 (中野平) 37

2 牧野 里江 (裾 花) 藤倉 汐里 (櫻ヶ岡) 38

3 石田 成美 (飯 綱) 青柳 なな未 (飯 綱) 39

4 永池 美穂 (中野平) 坂本 佳織 (墨 坂) 40

5 鶴巻 郁弓 (犀 陵) 浅野 友希 (三 陽) 41

6 黒岩 さつき (飯山二) 上野原 菜波 (相 森) 42

7 黒岩 美紀 (高 山) 手塚 なな美 (南 宮) 43

8 関川 眞子 (三 陽) 外山 佳奈 (飯山一) 44

9 大屋 由香里 (戸 上) 緑川 千喜 (犀 陵) 45

10 小山 知香子 (飯山一) 豊城 怜未 (戸 上) 46

11 冨澤 彩乃 (墨 坂) 栗林 夏未 (小布施) 47

12 小澤 香純 (中野平) 齊藤 さつき (飯山二) 48

13 山崎 遥佳 (犀 陵) 神林 利奈 (裾 花) 49

14 田中 里奈 (須坂東) 宮坂 佳純 (若 穂) 50

15 峯村 美月 (三 陽) 北澤 梢 (中 条) 51

16 佐藤 里奈 (櫻ヶ岡) 石田 千奈美 (中野平) 52

17 久保 菜摘 (南 宮) 大澤 彩香 (豊 野) 53

18 小林 奈々 (中 条) 丸田 彩花 (須坂東) 54

19 金井 真由子 (戸 上) 常盤 ひかり (中 条) 55

20 雨宮 美奈 (若 穂) 山崎 智比呂 (小布施) 56

21 黒岩 雅美 (墨 坂) 町田 奈々子 (犀 陵) 57

22 豊田 友紀 (南 宮) 小宮 千明 (戸 上) 58

23 豊田 美帆 (三 陽) 小島 季美佳 (三 陽) 59

24 高木 なな美 (相 森) 田中 春菜 (若 穂) 60

25 阿部 絵里奈 (中野平) 青木 陽菜 (高 社) 61

26 山口 春香 (裾 花) 上松 玲央那 (飯山一) 62

27 丸山 郁美 (飯山一) 藤田 美優 (常 盤) 63

28 佐藤 安純 (三 陽) 須崎 あゆみ (中野平) 64

29 大久保 成美 (中 条) 松本 実咲 (高 山) 65

30 柄澤 美咲 (坂 城) 高野 真維 (豊 野) 66

31 倉俣 朋佳 (小布施) 安部 未来 (坂 城) 67

32 高橋 日和 (中野平) 真嶋 萌 (飯山二) 68

33 左澤 朋奈 (豊 野) 池上 陽子 (裾 花) 69

34 小林 沙羅 (須坂東) 小室 裕美 (南 宮) 70

35 山崎 華子 (犀 陵) 冨澤 恵美 (相 森) 71

36 山室 明日香 (飯山二) 矢島  茜 (三 陽) 72
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