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■宮城県 【1級】 柿沼　杏唯里 村上　明優里

【3級】 小野寺 彩芭 熊谷 光夏 山崎 真央

【4級】 上田 愛純 上田 彩夏 熊谷 美秋 東舘 四季

【5級】 伊藤　茉由 小野寺　結宇 斉藤　留奈 島　椿空 菅原　楓花 鈴木　陽子

高橋　莉胡 古川　志穂 本田　遙香 山田　瑚々 若狭　栞奈

■福島県 【4級】 石橋 杏耶佳

【5級】 小林　永茉 小林　美公

■茨城県 【1級】 近藤 詩乃 斉藤 那帆 橋本　琉菜

【2級】 篠塚　萌衣香 野口 和音 福田　茜

【3級】 喜多村　希花

【4級】 須長　美菜子

■群馬県 【3級】 伊藤　恵理子 栁澤　遥愛

【4級】 熊井戸　泉 田村　朱莉 富岡　風人

【5級】 田島　優衣 田中　あかり 松本　にこ 栁澤　優凛 吉田　もえ

■埼玉県 【1級】 秋元 梨菜

【3級】 佐藤 彩弥 星野　結衣 宮澤　千尋 鷲川　真雪

【4級】 渋谷 美咲

【5級】 小櫃　華奈 渋谷　紗来 立澤　しずね

■千葉県 【2級】 池田　梨菜 竹村　萌香

【3級】 會田 涼葉 石橋 美貴 奥原 光琉 坂井 涼夏 下山 梨緒 立崎 唯乃

【4級】 下山　漣那 手島　里穂

【5級】 加藤　輝月

■東京都 【3級】 石原 菜月 石原　桃子 岡本 香穂 津田 優斗 中田　くるみ 平塚　悠友

藤森 蓮美 水野　薫子 吉本 勝太郎

【4級】 岡田　芙美 田中　あんな 福井　菜子 藤木　若奈 米村　友菜

【5級】 猪俣 結衣 植村 天音 岡田　七虹 佐伯　心優 櫻井 晴日 直原　美緒

鈴木　日菜乃 相馬　菜央 中尾 咲希 西田　佳恩 野口　碧 藤林　姫和

松野　優華 山本 貴咲 横尾　智晨 吉利 璃紗 渡辺 鈴咲

■神奈川県 【1級】 川田 麻奈未 岸邊 茉央 小貫　香乃 髙田　祐貴 高林 歩実 堀　アユミ

【2級】 石田 愛莉 今泉 佳菜 遠藤　湖々 加藤　芽吹 鬼頭 莉子 草間　来未

郷　真里奈 小平 柊花 須戸　琴香 互　優菜 高橋　亜沙美 手塚　瑶子

寺田　礼那 星名 莉子 松岡 怜良 守屋　友加里 山下 南海 結城 奈生

【3級】 秋山 有凪 浅井 夏姫 安藤 希 池田 彩音 井上　穂乃香 植松 さくら

大熊　紗也子 大月 夕空 大山 紗奈 大山 菜々子 大山 梨香子 岡垣 心優

海藤　陽向 籠戸 萌香 勝山 悠衣 鎌田 紗矢香 北村 野乃佳 倉田 美智

坂本 楓 品川 舞 新原 梨世 鈴木 七星 鈴木 結乃 瀬脇 瑞花

髙砂 麻衣 髙野 凛 竹山 陽花 永田　優音 中村 花鈴 長與　春花

長與　夕夏 西内 日和 沼田 莉歩 野村 純子 橋本 麻理 橋本 瑠愛

林 実祈 深野 朋果 本田　莉子 松浦 寛菜 宮寺 咲綺 宮本 結夏



■神奈川県 【3級】 明法寺 真菜 森 稀美華 八木 葵 矢島 安葵 柳沢 明良 山岸 芽依

山南 香都 吉川 心結 渡邉 果依

【4級】 飯島　寧子 飯髙　麻央 石田　莉音 石飛　百々華 伊藤　大慈 伊藤　さつき

犬塚　美桜 岩村　歌恋 宇榮原　リナ 内田　咲愛 遠本　花 近江　小春

大久保　寧々 大島　碧 大竹　風凜 大竹　風恋 大森　香織 大輪　伶奈

岡戸　凪咲 岡野　万結花　 小川　桔穂 小川　璃子 小原　蒼生 加藤　夏芽

兼田　結菜 河辺　緋奈 菊地　萌永 岸田　莉緒 児島　里奈 小林　純姫

小林　玲彩 櫻井　瑠美 佐藤　美菜 清水　あかり 清水　さくら 杉山　佳乃

鈴木　花楓 鈴木　彩恵 鈴木　花 鈴木　美羽 清　音彩 高木　愛里

髙島　礼菜 高橋　流歌 田口　愛佳 田原　煌莉 永井　絆七 永井　友梛

中島　彩香 中村　杏奈 中村　杏菜 新島　菜渚 新見　万奈 野崎　桃花

半田　怜大 東　由菜 廣部　里桜 藤井　奏心 藤園　瑠海 丸山　柊花

三浦　令理 溝邊　琴音 三津原 エマ 三宅　千尋 宮家　里奈 山口　杏

山田　怜奈 山本　雪月花 吉野　琉奈 米川　日乃香 渡邉　莉紗

【5級】 浅尾　一華 芦澤　凜 新井　野乃花 五十嵐　陽紀 泉　春菜 一条　安純

井出　晃平 伊藤　新夏 犬尾　優里 岩祖　あるる 岩祖　みらの 大井　鉄平

大島　奈緒 岡田　心結 岡田　桃香 加藤　若葉 角屋　心奈 角屋　梨々花

神山　ユリナ 香山　陽愛 川崎　愛子 河原木　美輝 菊地　桜輔 君嶌　一花

栗山　楓奈 齊藤　彩乃 坂倉　美咲 坂巻　玲依 佐々木 二美乃 佐々木　祐

佐々木　優羽 佐藤　雅春 澤山　莉都 品川　瑠 島森　麻友 勝谷　太紀

鈴木　紗彩 鈴木 詩織 鈴木　春日 須藤　ももこ 瀬川　晃生 髙野　麗

髙橋　澄香 高橋　由宇 髙山　綾花 竹井　月渚 武廣　咲希 田中　亜美

谷　優吾 千田　媛乃 辻本　果乃 辻本　乃杏 豊島　愛梨 豊島　咲季

中島　彩香 中村　杏奈 西田　ひより 野崎　桃花 橋本　璃南 畑ヶ谷　栞

藤澤　美優 藤澤　由衣 藤原　明梨 古川 モア奈 細川　芽愛 堀口　紗耶香

堀越　日和 松浦　紗良 峰　涼歌 峯原　琴音 三村　珠璃 宮本　珠來

矢野　里帆 山上 真奈 山倉　杏仁果 山田　香織 山根　寿 山本　萌衣

吉山 琳子 渡邊　彩花 渡辺　愛茉

■山梨県 【1級】 藤原　さくら

【3級】 加賀爪 遥水 吉川　風美

【4級】 有泉　美咲 石川　渚 大木　瑚都 河口　瑠奈 川窪 望乃 栗原　可凛

後藤　果穂 小林　結彩 里吉　史都 清水　夕姫 竹井　みら乃 辻 杏樹

時田　千優 常盤　律乃 長阪　優月 中村　野乃香 西　蒼月 林　優花

廣島　理沙 深澤　奈那子 望月　凜菜 屋比久　梨那 依田　真歩

【5級】 雨宮 月菜 一瀬 優羽 奥山 一姫 金田 浩成 金子 りゆ 三枝 祐衣菜

佐田 明里紗 塩島 凛音 清水 漣 鈴木 煌世 中込 侑奈 永田 優空

中村 美羽 中村 由羽 二宮 綾音 萩原 楓 深沢 優月 藤田 海斗

藤田 空良 藤田 夏姫 古屋 美來 松原 宇宙 三上 愛叶 三井 希紘

三井 咲季 三井 麗央 持田 さくら 山下 和佳菜 横森 永奈 横森 穂夏

■京都府 【2級】 坂田 怜菜

【4級】 今江　小晴 今江　乃彩

【5級】 上田　菜緒



■兵庫県 【1級】 岡田 沙和 熊谷 陽葉乃

【2級】 京奥 朱里 知識 絢音

【3級】 藤田　菜愛 栁田　夢咲

■奈良県 【4級】 西﨑 未来 二宮　舞 畑中　櫻

【5級】 内田　結菜 多田　怜司 大葉　琉生 北口　凜 小杉　明華音 米田　康晟

杉本　美優 谷口　杏栞 出合　敦陽 中本　恵里那 野呂　遙 堀山　愁翔

松倉　綾音 南大津　佳乃 三宅　美柚 森　美結 安井　奈緒 吉川　愛珠

■香川県 【2級】 築地 美優

【3級】 築地 咲和

【5級】 田中　菜月 多田　優羽 藤村　藍 藤村　優

■福岡県 【1級】 岩崎 愛子 大崎 里紗

【2級】 石丸 風佳 稲原 あかり 岩橋 和奏 久保山 琴 後藤 舞衣 笹木　愛予

田畑 美桜 鶴田 真菜 萩尾 佑理奈 松井 愛香 吉田 雛子

【3級】 岡　穂乃花 垂門 凜 長岡 利奈 濱本　凜咲

【4級】 青野　空奈 井上 知佳 片多　愛奈 香月　藍莉 薩埜　流希 中島 和那

永利　優衣 松尾 駿 三原　綾香 宮川　夏音

【5級】 石松　知佳 井手上　千鶴 稲原　あおい 今津　凛花 今永　史子 今永　礼子

大崎　弥恵 大西　愛夏 梶原　妃南 古閑　萌恵 佐々木　萌 佐藤　莉子

寺崎　心奏 中島　悠翔 中村　羽麗 西田　彩乃 久野　遙 向井　ひまり

山田　萌果

■佐賀県 【1級】 都知木 美空

【3級】 桑原　璃乃

【5級】 石橋　未羽

■長崎県 【2級】 南里 絢花

【3級】 南里 千咲

【4級】 南里　結美 真浦　心路 山口　ゆめ 山手　比与里

■熊本県 【1級】 大谷 由萌香 万江　あかり

【4級】 源島　葵 田山　さくら 寺田　優花 西　葉月姫 本田　琴美

【5級】 上村　侑以 織田　真奈帆 片山　みつ希 藤本　香織 柳　百子 山本　真彩


