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25 藤本　祐衣 (穴吹) 植松　千尋 (城北)
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24 折坂　美咲 (小松島西) 豊田　歩叶 (徳島北) 61

23 福士　　華 (城東) 白井　杏優 (鳴門)

58

22 児島　実夢 (富岡東) 岩崎　心奈 (富岡東) 59

21 久留米美月 (那賀) 横田　侑良 (つるぎ)

56

20 柴田しおり (徳島市立) 張　美由紀 (城東) 57

19 安原　菜穂 (徳島市立) 三木　陽里 (徳島商業)
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12 藤平瑛利香 (鳴門) 天羽　未央 (徳島市立) 49

11 田村　恋菜 (富岡東) 後藤　愛遥 (つるぎ)

46

10 川添　桃華 (城北) 岩見　菜月 (城東) 47

9 田中　優稀 (吉野川) 山本　美羽 （徳島聴覚支援）
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8 坂東　綺更 (海部) 南　　咲希 (富岡東) 45

7 三谷　萌華 (鳴門渦潮) 林　　夕葵 (徳島市立)

42

6 山田ちはる (富岡東) 佐野麻里菜 (徳島北) 43

5 佐藤　結愛 (富岡西) 柿本　花沙 (城北)

40

4 今津　怜香 (小松島西) 江口　胡珀 (小松島西) 41

3 藤田　真奈 (徳島北) 松本　知佳 (徳島市立)

38

2 山本　早織 (城東) 吉田詩流来 (海部) 39

1 豊永祐里奈 (徳島商業) 豊永　夢乃 (徳島商業)
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148111 大川　紗矢 (城東) 坂口　　舞 (城南)

146

110 朝川　芽依 (富岡東) 吉岡　楓加 (徳島商業) 147

109 鈴江　陽菜 (城北) 板井　美梨 (鳴門)

144

108 河野　步弥 (鳴門渦潮) 山市　優奈 （徳島聴覚支援） 145

107 井内奈乃香 (名西) 平松　真実 (富岡東)

142

106 菊池凛々香 (徳島市立) 岡田萌乃加 (城北) 143

105 大塚かりん (鳴門) 森　　輝星 (吉野川)

140

104 渡邊　莉央 (川島) 島田　莉沙 (富岡西) 141

103 長袋　紗知 (徳島北) 大杉　愛澄 (徳島市立)

138

102 大野　詩歩 (脇町) 枝澤　苺依 (川島) 139

101 鶴羽　胡々 (富岡西) 辻野　理紗 (小松島西)

136

100 高橋　　舞 (城北) 山田　　凜 (つるぎ) 137

99 伊藤　　藍 (吉野川) 武知　佑奈 (阿波)

134

98 煙草　遥香 (徳島北) 樫原　彩香 (阿南高専) 135

97 宇城　果歩 (城南) 三橋　舞衣 (城北)

132

96 谷川　まゆ (那賀) 土井　心羽 (徳島北) 133

95 木村　　鳴 (城東) 山西美衣奈 (城東)

130

94 増田　あや (徳島商業) 田中　真央 (富岡東) 131

93 中川彩優香 (徳島市立) 引地　愛実 (徳島商業)

128

92 有馬　梨華 (鳴門) 森下　　奏 (城南) 129

91 元木　さくら (小松島西) 伊庭さくら (脇町)

126

90 小林　莉奈 (城北) 福田和津実 (鳴門) 127

89 福井　彩愛 (富岡東) 以西　未侑 (城北)

124

88 冷　　美萱 (川島) 木内　翔望 (城東) 125

87 岡久　心春 (徳島商業) 村橋　紫楓 (徳島商業)

122

86 柿本　律葵 (阿南高専) 長坂　　舞 (阿南光) 123

85 浅野ひと美 (富岡東) 富樫　　優 (つるぎ)

120

84 広永　愛澪 (徳島北) ラフォンテーヌ沙羅 (海部) 121

83 忠津　里菜 (城北) 葉坂　ひめ (徳島北)

118

82 四宮　佳歩 (吉野川) 丸石　美悠 (川島) 119

81 橋本　楓來 (穴吹) 安藝　　光 (城ノ内)

116

80 美世　遙香 (城南) 坂崎さくら (富岡東) 117

79 松吉　心優 (海部) 宮本　衣南 (徳島商業)

114

78 樫谷なつき (城東) 久岡　海里 (鳴門) 115

77 藤本　祐里 (阿波) 三原　彩乃 (鳴門渦潮)

112

76 澤山　花音 (つるぎ) 日下　　憂 (名西) 113

75 山田　真緒 (徳島商業) 三橋　光希 (徳島市立)


