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※丸数字は学年

64 香住丘 平川 茉歩③32 太宰府 生田 凜花③

30 筑紫丘 塩塚 礼乃②

63 福大大濠 山本 凛音③31 九州 松延 詩紀③

61 玄洋 明吉 玲奈③

62 九州 大谷 萌笑③

60 福岡 金丸 結佳③28 上智福岡 中川 みずき③

59 修猷館 緒方 沙帆②

29 柏陵 橋倉 和可③

58 0 BYE26 0 BYE

27 竟成館 合屋 沙優③

57 博多 村山 菜々子③25 筑紫女 大木 真琴③

56 福岡 ﾌﾟﾘｯﾁｬｰﾄﾞ 百恵①

55 講倫館 西村 真葵③

24 城東 黒木 由羅③

54 修猷館 小澤 歩子③22 上智福岡 池田 和奏①

53 宗像 村田 四季③

23 太宰府 山田 凜夏③

52 糸島 深江 麻央②20 筑紫丘 藤井 楓③

51 西南学院 深海 友花②

21 筑陽学園 藤井 柚①

50 0 BYE18 0 BYE

19 筑前 浦 雪咲③

49 上智福岡 永野 夏帆③17 春日 弓場 乙乃③

48 修猷館 江崎 遙香③

47 福岡雙葉 後藤 桃子③

16 春日 柿原 優花③

46 柏陵 森岡 小春音③14 光陵 髙榎 美結③

45 講倫館 平川 凛③

15 福大若葉 瓜生 瑛香③

44 博多 小林 優里亜③12 筑陽学園 安達 莉央③

43 香住丘 和田 ひなた③

13 竟成館 古川 稀美②

42 0 BYE10 0 BYE

11 筑紫女 赤瀬 真宥②

41 福岡 和田 夏歩①9 第一薬科 逆瀬川 美冬①

40 筑紫丘 江﨑 すずな③

39 香住丘 立花 彩佳③

8 九州 佃 美咲希③

38 宗像 大久保 和夏③6 福岡中央 天野 直③

37 福岡雙葉 武 菜ﾉ葉③

7 筑前 吉田 みなみ③

36 城東 石井 小百合②4 城東 西面 日陽里①

35 第一薬科 松村 幸季①

5 宗像 森口 早紀③

34 0 BYE2 0 BYE

3 春日 小山 未羽②

33 福岡中央 草場 惇乃③1 筑陽学園 毛利 空①
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※丸数字は学年

128 光陵 小濱 栞③

127 筑紫丘 徳永 佳音②

126

96 福女院 倉橋 風歌③

95 柏陵 荒木 桜子②

93 西南学院 岩永 紗弥②

柏陵 三留 碧月③94 東海福岡 佐藤 心美①

125 筑前 古賀 彩也花③

藤井 里汐②91 筑紫丘 橋爪 優咲③

124 九州 岩﨑 心温③92 太宰府 本田 茉那香③

123 福女院

122 福大若葉 緒方 真奈愛③90 筑前 則常 侑希③

121 上智福岡 北 百合奈②89 福岡中央 森谷 充桜③

120 西南学院 高野 百花③88 第一薬科 久津間 千紗①

87 西南学院 小西 葉奈③ 119 修猷館 小川 遙楓③

85 光陵 真崎 亜衣③

118 宗像 荒牧 季英③86 福大大濠 大西 琴葉③

117 東海福岡 戸畑 優衣②

山崎 恵理菜③83 福岡 森田 那智③

116 純真 鹿毛 ﾃｨｱﾗ②84 柏陵 砥川 百々香③

115 福大若葉

114 春日 平田 さくら③82 福女院 猿渡 千夏②

113 上智福岡 牟田 百花③81 福岡中央 江藤 陽③

112 筑前 伊藤 奈央③80 福大大濠 藤吉 ゆら③

79 第一薬科 井寺 萠依③ 111 筑紫女 林 優希③

77 筑紫女 高村 美羽②

110 九州 阿部 茉愛望③78 香住丘 古賀 璃音③

109 春日 永松 葵③

林 莉帆②75 糸島 津田 円花③

108 福大大濠 福浦 知葉③76 宇美商 山本 梨湖③

107 福岡雙葉

106 光陵 矢野 彩音③74 0 BYE

105 竟成館 竹原 実希③73 西南学院 森中 菜津子②

104 福大若葉 栗田 佳織③72 筑紫女 龍 果林②

71 筑陽学園 金田 七海② 103 福岡 松本 季実果①

69 香住丘 田﨑 日菜③

102 糸島 末松 伽奈③70 城東 及川 燿③

101 福女院 西川 愛恵③

野中 紅里③67 光陵 梅田 夏希③

100 福岡雙葉 中山 貴央③68 福大若葉 水原 美咲③

99 福大大濠

98 竟成館 井之上 怜奈③66 糸島 橋田 詩織③

97 筑陽学園 山下 真璃亜①65 博多 田中 陽奈子③
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※丸数字は学年

136 糸島 原田 愛咲③

134 講倫館 藤田 琴末③

135 城東 福井 歩乃果③

132 修猷館 小柳 優③

133 福岡中央 田代 七菜③

130 宗像 原田 真依③

131 太宰府 小川 胡春③

129 福岡雙葉 会沢 愛加②
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