
回 月日 会場 優勝 準優勝

富樫　杏友 池栗須 井上 西畠　瑚海 牛村 羽賀 草山 宮前

旭陵 大野 伊勢原 国府 成瀬 伊勢原 南 江陽

佐野　永愛 阿部　優月 池栗須 小澤　若奈 富樫 岩谷 竹谷　愛生 横尾

南 国府 大野 国府 旭陵 伊勢原 国府 南

小出　美月 佐野 小林 井上 高橋 阿部　優月 川崎 小川

国府 南 成瀬 伊勢原 成瀬 国府 伊勢原 成瀬

  桝井　愛子 今井 米山 菅野 石川 小出　美月 地引 柏木実乃梨

伊勢原 旭陵 南 南 伊勢原 国府 浜岳 国府

山本あいり 本名 藤原 坂本 戸塚　優花 佐藤 地引 直井あかり

南 西 伊勢原 伊勢原 大磯 伊勢原 浜岳 国府

山本あいり 本名 杉山　絢音 松本　愛美 後藤　和奏 鎌田 林 熊澤

南 西 国府 国府 国府 金旭 中沢 中沢

山本あいり 浅輪　里莉 大木 高木 毛木 橘川 保田 野毛

南 大磯 山王 伊勢原 山王 伊勢原 春日野 伊勢原

駒木あすか 菊池 西本日向子 今屋 田中 山田 野川 浅輪　里莉

山王 山王 大磯 伊勢原 春日野 秦野南 伊勢原 大磯

宇佐美

中沢

河合　友紀 小室 谷本 藤田 菊地 木元 白井 中村

山王 成瀬 成瀬 成瀬 山王 伊勢原 山王 成瀬

駒木あかね 石井ゆかり 杉山　実咲 中山　柚子 栗原 木内　奏美 海平 谷本

山王 国府 国府 国府 南 国府 南 成瀬

川崎　葵 徳丸 今井 岡本 横山 飯田 遠藤 加藤

成瀬 金目 山王 南 南 成瀬 山王 南

伊藤瑞花 篠崎　瑞貴 丸岡　奈穂 熊沢 二梃木 川崎 丸山　瑞葵 尾尻

春日野 大磯 大磯 東 山王 成瀬 大磯 東

伊藤瑞花 今井 石塚　清乃 三田 越地 草山 小林 菅井

春日野 山王 大磯 江陽 山王 南 伊勢原 伊勢原

伊藤瑞花 川瀬 武 武田苑子 中嶋 大吉 鈴木　咲世 石塚　清乃

春日野 南 東 国府 山王 成瀬 大磯 大磯

吉崎亜希子 祐川幸子 鈴木 武 安達 川瀬 大津 柳下　麻衣

伊勢原 伊勢原 伊勢原 東 神明 南 山王 大磯

笠井　緑 佐藤 小林 原島 祐川 亀田 児玉 宮口

太洋 本町 伊勢原 成瀬 伊勢原 成瀬 山王 山王

笠井　緑 猪鼻 山口 佐藤 片野　裕代 田中　理沙 武井 勝又　理恵

太洋 伊勢原 本町 本町 大磯 大磯 伊勢原 大磯
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回 月日 会場 優勝 準優勝 ベスト８３位

森　顕恵 相良 脇　彩子 伊田　有里 石井貴子 野島かおり 新倉 小清水

国府 伊勢原 国府 大磯 国府 大磯 伊勢原 土沢

三坂笑美 松岡 平野　智子 山本 梅田　裕美 鈴木　未央 足立 浅岡

伊勢原 伊勢原 大磯 成瀬 大磯 大磯 伊勢原 成瀬

長谷川綾子 山崎 石川 佐藤麗子 清田　彩加 簑島万実 佐藤 千田

春日野 大住 江陽 国府 大磯 国府 大住 江陽

長谷川綾子 保坂 山崎 高橋 中村 長田 石川 酒匂

春日野 江陽 江陽 江陽 江陽 江陽 江陽 成瀬

小森谷　麗子水谷　可南 塩川 岡林 内田 島田 田中　衣里 保坂

国府 国府 江陽 山王 江陽 旭陵 大磯 江陽

中村綾子 内田 牧島 村上 猪俣 永 久保田 竹川

山城 大住 伊勢原 中沢 伊勢原 大住 土沢 成瀬

小嶋　美保 児玉　京子 柏崎　木綿 藤原 有泉 佐々木　文恵坂本 田村　恵子

国府 国府 大磯 浜岳 大住 国府 成瀬 国府

杉本 折上 小島　美保 佐藤 沼田 伊東 高橋 内原

中沢 中沢 国府 中沢 旭陵 大野 中沢 山城

一井 横川 佐藤 酒井 布施 武田 本田百都子 茂呂

南が丘 成瀬 山王 成瀬 伊勢原 山王 国府 成瀬

金目 河野 及川 小泉 吉川　睦美 加藤佐知子 佐々木 多門

太洋 中沢 大野 土沢 国府 国府 中沢 成瀬

金目 池田 佐藤 荏原 遠藤 大久保 小林 飯塚

太洋 南 成瀬 大野 中沢 土沢 成瀬 中沢

北條 青木 横井川 本荘 吉川 佐藤 奥山雅子 菅野

山王 大野 中沢 旭綾 中沢 中沢 二宮 大野

渡辺 神麻 鈴木　千鶴 清水 横山　幸子 越野八重子 生田嶋真美 藤川

山王 中沢 国府 大野 国府 国府 国府 山王

大木 高木 吉田 小黒 高橋 小沢 西山 清水

成瀬 大野 金旭 山王 伊勢原 伊勢原 山王 大野

坂口　真弓 小島真由美 高橋 飯塚 瀬戸 小池 梅村 原

国府 国府 伊勢原 中沢 成瀬 伊勢原 伊勢原 山王
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