
石渡 セリーナ 朝山 夏海 芦田 桃香 明田 心花 上田 夢 上田 花穂
川村 知世 河田 純果 安達 小姫 宇野 彩葉 川岸 梨愛 長 凛和
川本 涼夏 田中 あすか 池田 りな 清水 千寛 坂田 彩圭 尾﨑 弥生
櫻井 望 谷口 凛恋 梅原 真城 外村 夏帆 坂田 奈美 菅野 二葉
髙橋 凪咲 種池 美月 金子 あかり 西山 咲空 島田 莉乃 小阪 一葉
中島 未優菜 辻 葵莉 金村 海空 根井 奏穏 林 夕鶴 坂本 鈴華
中田 めい 山添 七海 岸本 理子 野原 惺依菜 細山 沙椰 十河 凉菜
ボロンスキー にな 松尾 明奈 田中 凛 原澤 花梨 松村 優紀 人見 心菜
森田 栞名 藤井 優奈 山根 璃子 平井 瑠真
吉田 萌心 浅田 心優 藤田 瑞木
今石 紗弥加 神谷 悠依 松田 晴琉
西田 心美 宮本 なつみ
藤村 奈穂 井上 のあ
芝 美咲 松本 葵
原 夢七
和田 寧々
古川 光鈴

乾 紗綾 東 花恋 大機 莉良 飯田 真帆 岡本 音々 秋山 結香
蔭山 実玖 糸井 美空 大槻 悠愛 石野 咲耶 下川 真葉 苅田 実優
加納 光優香 岩渕 美優 桐村 陽香 大池 美優 竹島 真菜実 小芝 理子
久下 寧々 齊藤 綾乃 公文 未夕 奥村 涼央 谷口 優希 坂上 愛莉
小森 美咲 髙田 萌生 外賀 葉月 川勝 由奈 富永 美羽 趙 美月
定本 夏咲 寺内 りこ 佐藤 陽向 川村 萌絵 中村 妃晴 西村 美紀
嶋 琉菜 廣瀬 未侑 塩見 優那 ザイナ フマイラ 中村 琉唯 八太 亜里沙
杉山 心月 福井 愛美 四方 茉夏 西川 優里奈 速水 結菜 林 英美
田中 穂純 本田 乃愛 白波瀬 怜和 西田 瑛結 藤浜 夏希 平林 楓菜
廣浦 杏 八木 菜月 手束 優奈 沼田 佳奈美 眞野 美月 藤本 陽菜
細見 夏希 山添 彩加 中垣 七海 原 七々実 溝口 ことは 星野 凪咲
松浦 いぶき 山本 真央 藤田 梨恩 山本 莉奈 前田 陽花 三宅 真空
桃井 優 松瀬 萌々花 山本 美結 岡崎 小春 夜久 愛絵
森口 笑来美 山下 彩 吉田 心々寧 山本 紗良
芳野 みう 山中 姫和 岡竹 初菜 吉田 真緒
金丸 千蓮 檜垣 笑里 西垣 杏

京都府Ｕ１３女子

京都府Ｕ１４女子

京都府交流会　選考結果
丹後Ｕ１３女子 中丹Ｕ１３女子 口丹Ｕ１３女子 山城Ｕ１３女子 京都市Ｕ１３女子

丹後Ｕ１４女子 中丹Ｕ１４女子 口丹Ｕ１４女子 山城Ｕ１４女子 京都市Ｕ１４女子


