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※大会は1パネルで進行します。

【ユースの部】

＜ユース１女子シングル部門＞ ＜ユース１トリオ部門＞

No. 都道府県 氏名 登録クラブ No. 都道府県 氏名 登録クラブ

1 三重県 北川 桃花 石原 菜月 A.G.T. グリーンHOP

2 愛知県 高柳 光希 AE刈谷 飛田 夏希 A.G.T. グリーンHOP

3 長野県 堀内 咲希 スポーツネットワークＳＡＭ 中川 千咲季 A.G.T. グリーンHOP

4 愛知県 鬼頭 美帆 AE刈谷 鬼頭 美帆 AE刈谷

5 静岡県 杉村 夏音 中森 彩音 AE刈谷

6 長野県 甘利 真那 藤谷 璃水 AE刈谷

7 愛知県 藤谷 璃水 AE刈谷 赤星 夏菜

8 静岡県 井口 幸紀 伊東 彩海

9 岐阜県 山本 彩由奈 FLAT BACK 松尾 碧海

10 静岡県 鈴木 愛梨 高柳 汐里 AE刈谷

11 岐阜県 仙野 七海 FLAT BACK 高柳 光希 AE刈谷

12 静岡県 山本 凜 正木 陽帆 AE刈谷

13 愛知県 中森 彩音 AE刈谷 金丸 佳可 くまとりA.G.C.

14 三重県 岡田 音々 西田 理子 くまとりA.G.C.

15 富山県 篠原 亜月 Flash 丸山 順子 くまとりA.G.C.

16 岐阜県 原 茉凜 FLAT BACK 青木 麻奈 OSKスポーツクラブ

17 静岡県 兼子 紗英 加藤 嘉菜 OSKスポーツクラブ

18 静岡県 坂野 弘 青山社中 橋本 希海 OSKスポーツクラブ

19 静岡県 木戸 杏南 栗原 結衣 A.G.T. グリーンHOP

20 静岡県 山裾 愛華 Studio 山本塾 中村 友紀 A.G.T. グリーンHOP

21 愛知県 高柳 汐里 AE刈谷 星野 楓 A.G.T. グリーンHOP

22 岐阜県 深谷 莉子 FLAT BACK 小浦 絵美里 くまとりA.G.C. 

中川 未由希 くまとりA.G.C. 

＜ユース２女子シングル部門＞ 東 祐衣 くまとりA.G.C. 

No. 都道府県 氏名 登録クラブ

1 長野県 青柳 依莉 A.C. KURASHIKI

2 愛知県 市岡 萌 AE刈谷

3 静岡県 上坂 万桜 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ.

4 岐阜県 熊澤 舞衣 FLAT BACK

5 愛知県 黒田 彩希 AE刈谷

6 静岡県 鈴木 清香 FLAT BACK

7 静岡県 鈴木 穂乃香

8 静岡県 高杉 悠杏 青山社中

9 愛知県 高野 頌子 AE刈谷

10 愛知県 高場 みゆう AE刈谷

11 愛知県 高場 ゆな AE刈谷

12 愛知県 竹下 菜々 Studio 山本塾

13 長野県 茅野 萌絵 スポーツネットワークＳＡＭ

14 愛知県 柘植 晶予 AE刈谷

15 愛知県 野畑 夏鈴メリーナ Studio 山本塾

16 愛知県 藤谷 瑠菜 AE刈谷
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【シニアの部】

＜シニア男子シングル部門＞

No. 都道府県 氏名 登録クラブ

1 富山県 松村 憲男 FLASH

2 愛知県 樹神 拓弥 On Beats

3 石川県 安田 茂 FLASH

4 愛知県 伊藤 誉人 Studio 山本塾

＜シニア女子シングル部門＞

No. 都道府県 氏名 登録クラブ

1 長野県 赤沢 あゆみ スポーツネットワークＳＡＭ

2 富山県 松森 璃乃 FLASH

3 石川県 川崎 聡子 FLASH

4 三重県 清水 祐花

5 富山県 碓井 和美 FLASH

6 愛知県 松井 涼香 Studio 山本塾

7 静岡県 田中 雪菜

8 静岡県 清 里香 青山社中

9 愛知県 市岡 茜 AE刈谷

10 長野県 赤堀 涼香 スポーツネットワークＳＡＭ

11 石川県 魚住 亜紀子 FLASH

12 愛知県 鈴木 美穂 Studio 山本塾

13 静岡県 江本 そら 青山社中

14 愛知県 今泉 沙也佳 Studio 山本塾

15 長野県 石橋 由紀

16 石川県 背戸川 佳奈 FLASH

17 愛知県 小嶋 真由 Studio 山本塾

18 石川県 新保 知子 FLASH

19 愛知県 高野 莉子 AE刈谷

20 愛知県 市川 陽菜 Studio 山本塾

21 愛知県 佐藤 美紗妃 AE刈谷

22 静岡県 杉山 佳伽 青山社中


