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[ 1組]

藤山 有希(3) 神奈川   5.63   5.11   5.25   5.63 q
ﾌｼﾞﾔﾏ  ﾕｳｷ 足柄台   +0.2   -0.9   +0.7   +0.2
龍山 芽生(3) 愛  媛   5.36   5.33   5.49   5.49 q
ﾀﾂﾔﾏ  ﾒｲ 吉田   -2.7   -0.1   -2.1   -2.1
北田 莉亜(3) 大  阪   5.43    x    x   5.43 q
ｷﾀﾀﾞ  ﾘｱ 松虫   +0.5   +0.5
伊串 彩夢(3) 愛  知   5.39   5.31   5.20   5.39 q
ｲｸﾞｼ  ｱﾕ 守山西   +1.7   -1.0   -1.5   +1.7
上嶋 葵(3) 福  井    x    x   5.39   5.39 q
ｳｴｼﾞﾏ  ｱｵｲ 中央   -1.5   -1.5
吉田 実瑚(3) 新  潟   5.38   5.25   5.37   5.38 q
ﾖｼﾀﾞ  ﾐｺ 三条第四   +0.8   -2.4    0.0   +0.8
野間口 遥香(3) 福  岡   5.27   5.11   5.31   5.31 
ﾉﾏｸﾞﾁ  ﾊﾙｶ 春日東   -1.4   -2.2   -1.4   -1.4
岡部 華鈴(3) 東  京   5.30   5.26   5.16   5.30 
ｵｶﾍﾞ  ｶﾘﾝ 立川第六   -2.9   -1.1   -2.0   -2.9
中津川 亜月(3) 静  岡    x   5.26    x   5.26 
ﾅｶﾂｶﾞﾜ  ｱﾂﾞｷ 浜松曳馬   -2.3   -2.3
岩崎 有花(3) 岐  阜   4.94   5.12   5.24   5.24 
ｲﾜｻｷ  ﾕｳｶ 岐阜高富   -1.1   -1.6   -3.8   -3.8
佐藤 優月(3) 埼  玉    x   4.91   5.19   5.19 
ｻﾄｳ  ﾕﾂﾞｷ 瓦葺   -1.5   -0.8   -0.8
本多 佑莉(3) 広  島   5.15    x   5.18   5.18 
ﾎﾝﾀﾞ  ﾕﾘ 長江    0.0   -2.5   -2.5
岡本 芽依(3) 京  都   4.81   4.93   5.18   5.18 
ｵｶﾓﾄ  ﾒｲ 旭丘   -1.0   -3.8   -1.5   -1.5
山根 碧栞(2) 大  阪    x    x   5.16   5.16 
ﾔﾏﾈ  ｱｵｲ 咲くやこの花   -2.2   -2.2
尾藤 美祐宇(3) 静  岡    x   5.15   4.95   5.15 
ﾋﾞﾄｳ  ﾐﾕｳ 浜松篠原   +0.9   -2.3   +0.9
白石 光音(3) 大  阪   5.07   5.05   4.97   5.07 
ｼﾗｲｼ  ﾐｵﾝ 大阪平田   -1.0   -0.7   +0.2   -1.0
小方 亜珠(3) 埼  玉    x   4.90   5.06   5.06 
ｵｶﾞﾀ  ｱｽﾞ 小手指   -3.4   -2.3   -2.3
土屋 ほのか(1) 長  野   5.00   4.71   4.71   5.00 
ﾂﾁﾔ  ﾎﾉｶ 軽井沢   -0.7   -2.9   -1.2   -0.7
竹元 咲(2) 鹿児島    x   4.90   4.96   4.96 
ﾀｹﾓﾄ  ｻｷ 高尾野   -0.3   -1.3   -1.3
中野 恭伽(3) 山  口    x   4.96   4.89   4.96 
ﾅｶﾉ  ｷｮｳｶ 久保   +0.6   -2.1   +0.6
岩井 彩澄(2) 神奈川   4.94    x   4.85   4.94 
ｲﾜｲ  ｲｽﾞﾐ 西中原   +0.4   -0.2   +0.4
寺田 優花(1) 熊  本   4.65   4.59   4.59   4.65 
ﾃﾗﾀﾞ  ﾕｳｶ 多良木   -1.6   +0.5   -0.5   -1.6
髙須 鮎香(3) 愛  知 欠場
ﾀｶｽ  ｱﾕｶ 城北
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[ 2組]

町井 愛海(3) 北海道    x   5.48   5.56   5.56 q
ﾏﾁｲ  ｱﾐ 北斗浜分   -0.4   -1.4   -1.4
石堂 陽奈(2) 北海道    x   5.25   5.51   5.51 q
ｲｼﾄﾞｳ  ﾋﾅ 八雲   +0.9   -1.8   -1.8
御家瀬 緑(3) 北海道   5.28   5.05   5.48   5.48 q
ﾐｶｾ  ﾐﾄﾞﾘ 札幌太平   +1.1   +1.4   -1.1   -1.1
川原 ゆりか(3) 静  岡    x   5.43   5.38   5.43 q
ｶﾜﾊﾗ  ﾕﾘｶ 東海大翔洋   +2.5   +0.3   +2.5
有本 遥香(3) 千  葉   5.33   5.35   5.43   5.43 q
ｱﾘﾓﾄ  ﾊﾙｶ 村上   +1.0   -3.0   +1.9   +1.9
吉岡 里紗(3) 奈  良    x   5.40   5.42   5.42 q
ﾖｼｵｶ  ﾘｻ 式下    0.0   -0.7   -0.7
荒谷 弥希(3) 広  島   5.20    x   5.38   5.38 
ｱﾗﾀﾆ  ﾐﾂｷ 福山城南   -2.6   +0.7   +0.7
秋山 桜花(2) 北海道   5.32   5.30   4.83   5.32 
ｱｷﾔﾏ  ﾊﾙｶ 北斗大野   +1.6   +1.9   -3.0   +1.6
宮田 星乃(2) 島  根   5.32    x   5.22   5.32 
ﾐﾔﾀ  ﾎｼﾉ 大社   +1.2   -1.7   +1.2
有本 吏里(3) 鳥  取   5.30   4.89   4.94   5.30 
ｱﾘﾓﾄ  ﾘﾘ 中山   +1.3   -0.2   -1.2   +1.3
榎本 樹羅(3) 兵  庫   4.87   5.22   5.29   5.29 
ｴﾉﾓﾄ  ｼﾞｭﾗ 氷丘   -2.0   -1.8   -0.7   -0.7
吉田 美優(3) 徳  島   5.10   5.20   5.24   5.24 
ﾖｼﾀﾞ  ﾐﾕ 阿南   -2.1   +0.5   +0.7   +0.7
山中 愛仁果(3) 岩  手   5.21   4.92   5.17   5.21 
ﾔﾏﾅｶ  ｱﾆｶ 厨川   +0.6   -2.0   -2.7   +0.6
堤 ほのか(3) 千  葉    x   5.19   5.05   5.19 
ﾂﾂﾐ  ﾎﾉｶ 白山   -0.5   -0.7   -0.5
古屋 日奈子(2) 山  梨   5.16   5.12    x   5.16 
ﾌﾙﾔ  ﾋﾅｺ 塩山   -2.5   -1.5   -2.5
周東 美来(3) 群  馬   5.12   5.13    x   5.13 
ｼｭｳﾄｳ  ﾐｸ 藪塚本町   +2.0   -1.1   -1.1
吉岡 里奈(3) 埼  玉   5.12   4.95   5.04   5.12 
ﾖｼｵｶ  ﾘﾅ 上青木   +1.2   -1.7   +0.7   +1.2
宮脇 愛果(3) 石  川   4.99   4.98   5.00   5.00 
ﾐﾔﾜｷ  ﾏﾅｶ 七尾東部   -1.5   -0.1   -0.2   -0.2
鵜飼 都々菜(3) 広  島   5.00   4.94    x   5.00 
ｳｶｲ  ﾂﾂﾞﾅ 井口   -3.3   -1.5   -3.3
徳田 珠月(1) 沖  縄    x    x   4.94   4.94 
ﾄｸﾀﾞ  ﾐﾂｷ 球陽   -2.3   -2.3
岡田 麻奈(1) 広  島    x   4.93   4.77   4.93 
ｵｶﾀﾞ  ﾏﾅ 高西   -1.1   -1.3   -1.1
多武 渚凪(2) 熊  本   4.57    x   4.63   4.63 
ﾀﾌﾞ  ﾅﾅ 人吉第二   +0.2   -1.1   -1.1
吉川 あやの(3) 広  島 欠場
ｷｯｶﾜ  ｱﾔﾉ 宇品
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