
■北海道 【2級】 沼田　千恵子

【3級】 佐藤　洋子 杉目　久美子 田村　芽生

【4級】 岡崎　眞美子 牛角　笑華 小橋　とみ枝 菅原　衣江 信太　真寿美

【5級】 平野　理香

■岩手県 【1級】 沼田　栞音

【3級】 伊藤　響 小野寺　羽詩 小野寺　颯空 柏木　陽向 木口　愛理 篠原　さくら

嶋　栞 竹田　桜華 南野　愛留 三船　茉衣子

【4級】 折目　美里 金田　真穂 桐山　心優 小倉　璃々花 西國　陽翔 坂口　寧音

嶋　瞳 曽我部　綾奈 高橋　多瑠人 高橋　歩楓 畠山　恵里花 日向　陽菜

藤尾　真菜 三浦　紗弥 山田　乃々佳 吉田　朔羚 吉田　爽夏

【5級】 菊池　恵暖 田澤　佑佳 中田　陽菜 南野　心夏 三船　優月 柳澤　あやの　

吉田　玲雪

■福島県 【3級】 飯島　久江 伊藤 とよ子 結城　由美子

【4級】 石川　桜子

【5級】 今井　真由紀 遊佐　真理子 兵藤　今日子

■茨城県 【5級】 吉田　百花

■栃木県 【2級】 篠原　みなみ

■群馬県 【4級】 小林　玲菜 黛　歩果

■埼玉県 【3級】 東　なぎさ 江川　紗菜 大森　萌夏 小川　優希子 金子　和斗 篠原　帆乃未

白石　太郎 武田　芽依 土屋　萌々子 萩原　拓弥 町田　尚輝 村田　明日香

山口　愛可

【4級】 江川　紗菜 金城　実音 古関　凜 土屋　萌々子 和久井　果歩

【5級】 古関　凛 村田　咲 和久井　果歩

■千葉県 【3級】 酒井　成美 外谷　寛子

■東京都 【2級】 小島　なつ子 諏訪　礼奈

【3級】 島袋　翔 東滝　尚輝

【4級】 尾形　美咲 小材　玲緒奈 澤内　麻美 田島　優衣 外尾　綺乃 ブレム　ケイリー星来

水野　薫子 山崎　有紗 吉本　貴子

【5級】 金子　知未 篠原　紗彩子 千代島　加奈

■神奈川県 【１級】 岸名　あゆみ

【3級】 秋葉　泰弘 井上　穂乃香 吉川　祐太 鹿野　佳海 清水　美優 助川　龍二

高橋　佳那 福田　凌 細野　大空

【4級】 淺原　帆香 阿部　鈴加 新井 愛里シェリー 飯野　咲 大石　里咲 大平　彩加

荻原　大輝 加藤　幹夫 金本　星 ガビディア カオリ 河辺　緋奈 狩野　琴乃

小林　朱里 今野　真由美 坂手　玖美 高橋　奈々 千安　麻里亜 中島　里佳子

成田　美歌 野添　隼人 長谷　美音 平田　茉優 三田　葉月 宮﨑　遥

宮﨑　真奈 宮沢　茜 宮良　あずさ 山田　怜実 渡辺　渚

【5級】 伊藤　京香 中村　菜美

■富山県 【4級】 石水　光 碓井　玲弥 大場　友斗 加藤　理沙 加藤　玲奈 米屋　佳欧子

桜井　源 谷　駿希 田村　優明 土肥　紀絵 狭間　拓哉 長谷川　慎吾

広瀬　泰 堀内　彪杜 三辺　啓太 南　雄大 安田　涼太 横田　駿

■石川県 【１級】 北山　純子 中山　武俊

【3級】 旭　朱美 福永　奏美 宮城　康次

【4級】 浦島　俊高 高村　智道

■岐阜県 【4級】 淺野 稚奈

【3級】 淺野　稚奈
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■愛知県 【1級】 市岡　萌 黒田　彩希 佐藤 美紗妃 高野　莉子 柘植　晶予

【2級】 加藤　由梨香 鬼頭 美帆 中森　彩音

【3級】 浅井　葵 浅田　梨紗子 大畠　康平 大山　葵 加藤　佐歩 小坂　夏生

斎藤　七海 佐野　透子 杉本　千夏 野坂　智 堀口　さくら 山口　祐衣

山本　佳奈子

【4級】 浅井　葵 浅田　梨紗子 大畠　康平 大山　葵 加藤　佐歩 鯉田　悠生

小坂　夏生 斎藤　七海 佐野　透子 杉本　千夏 野坂　智 平松　功一

堀口　さくら 山口　祐衣 山本　佳奈子

■京都府 【3級】 日置　秀代 藤木　洋子 藤田　美好 宮脇　芳照 六楽内　真理子

【4級】 岩井　正美 小牧　千鶴 坂本 薫 沢江　京子 辻井　芳枝 日置　秀代

藤田　美好 六楽内　真理子 森　かなえ 森田　恵美 吉岡　敦子 吉田　文子

■大阪府 【3級】 氏野　里香 内海　仁美 大西　沙夜 岡本　さゆり 奥田　穂乃花 川井田　瑛茉

岸本　裕梨葉 黒木　萌衣 渋谷　美緒 高岸　梨子 高良　智香 田原　真弓

豊芦　知恵 中上　綾夏 野々村　未来 林　真弓 藤本　菜摘 増田　汐南子

松浦　優花 南野　咲紀 森田　茜 山木　理恵 山本　瑠香

【4級】 谷口　英子 永濱　朋代 中村　瑠菜 藤本　菜摘 増田　汐南子 松浦　優花

【5級】 西川　謙二

■兵庫県 【2級】 真鍋　汐穂

【3級】 小寺　具子 中北　奈那 長野　奈々実 成田　あやめ 西矢　可奈 萩尾　美華子

濵地　沙歩 平尾　友佳 平田　恵里佳 藤田　憂 三木　遥 森　菜々穂

森本　真園 家治　春菜 安本　愛恵 吉本　蘭子 米本　実姫

【4級】 中北　奈那 成田　あやめ 西矢　可奈 萩尾　美華子 濵崎　加奈子 濵地　沙歩

福田　玲香 藤田　憂 三木　遥 森　菜々穂 森本　真園 家治　春菜

安本　愛恵 吉本　蘭子 米本　実姫

■和歌山県 【1級】 岩城　未緒

■香川県 【2級】 川原　尚子

■愛媛県 【5級】 石川　真喜美 佐々木　敏子 杉尾　たか子 宮崎　桂香

■福岡県 【1級】 吉村　麻弥

【2級】 大崎　里紗 丸井　さくら

【3級】 岡田 清夢 幸田 彩希 中川原　陽梨 村田　桃香

【4級】 出本　侑咲 幸田　実希 八谷　美葵 桝　百々香

【5級】 加奈川　翠彩 佐々木 美香 土井　歩美 舩本　悠生 古城戸　七海 毛利　空

■長崎県 【1級】 田中　瑞稀

■熊本県 【2級】 川畑 愛花里 川畑 光佳流 川畑 結愛 古川 ゆり

【3級】 上津 奈々 永江 萌花 源島　葵

【4級】 大西　映美理 寺田　優花 西　葉月姫

【5級】 和泉 紅亜 和泉 凜音 岩永 実佑 岩永 佑彩 上村 真輝 川畑 千愛

辻本 詩桜 西村　真緒 安原 麻水

■鹿児島県 【3級】 上薗　舞 感王寺　裕士 國師　学央 下原　優斗 住吉　彩介 田島　広己

濱田　夏穂 藤崎　孝乃 前田　準

【4級】 赤塚　未菜 荒木　遥菜 庵下　友志 市木　恵里菜 市木　凛 岩切　亨生

大上　拓海 沖田　大輝 大宮路　紗也香 上猶　早姫 上塘　夏輝 桐野　ひなの

小宮地　悠太 庄村　孝大 須惠　隆気 谷口　友理 地久里　流星 徳田　大地

豊永　華純 中西　涼子 中村　璃梨花 並松　結衣 新原　浩人 濱崎　麗奈

東井上　諒 平國　桃香 福元　啓吾 福山　聖奈 堀　愛美 馬方　亮汰

松井　瑠里 宮ヶ原　晴 宮脇　絢也 山口　舞 山里　優歌 山田　貴也

山田　錬

【5級】 浅谷　未来 石神　駿介 今島　哲也 岩元　俊太郎 牛野　日向 大浦　美里

大田　凱士 奥薗　和幸 折戸　建志 樫山　翔 叶　陽斗 川島　陸

京田　愛十夢 久木田　千華 久保　彩香 久保　聖香 黒岩　隼人 古賀　稜平

小段　達真 小橋口　理子 佐々木　大輔　 新豊　航輝 塚田　悠月 塚本　政男

中川　隆誠 永田　英暉 西　海斗 早川　満晴 原田　祐歩 平尾　玲人　

平田　天太 船川　力 古川　鈴大 滿留　輝 宮原　啓志 米田　潤平

森田　亜悠 山下　海斗 吉岡　梨衣亜



■北海道 【2級】 齋藤　梨乃 山本　絢菜

【3級】 小林　梨々花 深澤　瑠南

【4級】 秋葉　小花 樋口　万祐

【5級】 五十嵐　冴英 伊藤　綺夏 工藤　来春 倉島　杏 倉島　咲 田澤　菜月

本間　杏奈 本間　聖莉 松岡　明里 水川　絵未来 山田　朱音 山田　葉月

吉本　絆心

■宮城県 【1級】 鈴木 智絵

【2級】 星野 愛依

【3級】 上田 愛純

【4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 本田　遙香

【5級】 荒澤　穂 江口　ゆい 関東　歩菜 小坂　佐織 後藤　愛佳 佐藤　小晴

豊原　未羽 中島　花

■福島県 【3級】 石橋 杏耶佳

【4級】 末永 悠理

【5級】 鈴木　萌衣

■茨城県 【1級】 岩崎 優羽 川畑　珠笑 樋田 衣莉 長塚　萌

【2級】 山口 楓香

【4級】 石倉　優花 河西　樹香 樋田　有莉 古髙　泉

【5級】 有山　美憂 本村　美紅

■群馬県 【1級】 山田　樹奈

【2級】 石川　清加 伊藤　恵理子 小川　苺夢 木村　真唯 近藤 ほのか 佐藤　夢

谷　旺樺 西村　奈々 萩本　祥陽 濵田 姫来里

【3級】 石川　清加 栗林　紗矢佳 黒澤　美琴 田島　優衣 田中　あかり 田村　朱莉

富岡　風人 西村　泰輝 吉田　もえ

【4級】 飯塚　真大 見供　冴耶

【5級】 堀江　希星 見供　冴耶 柳沢　愛梨 栁澤　こな

■埼玉県 【1級】 大和田 優菜

【2級】 鵜野 亜弥音 大和田 優菜 森田　梨音

【3級】 東　なぎさ 篠原　帆乃未 髙栁 捺芽 丸山　杏珠

【4級】 宇佐美　郁人 岡　実優 緒方　七海 金井　優衣 依田　友利

【5級】 金井　綾香 菅野　春菜 関谷　そら 関谷　姫依 村田　咲

■千葉県 【2級】 開田 夏帆 上園　梨々香 佐藤 夢羽 白石　愛

【3級】 泉　菜乃帆 市村　華梛 加藤　愛子 嘉本　緋陽里 佐藤　琴美 竹内　友莉奈

濱田　友紀野 真砂　美優 安松　姫菜

【4級】 江澤　怜奈 河合　奏 川名　ひなた　 佐伯　恭佳 坂榮　ひなた 坂榮　みなも

鈴木　麗央 髙野　知紗 田中　彩愛 仲田 梨奈 平野　可奏恵 水嶋　彩愛

村松　曖南 八坂　光咲 吉田　奈央

【5級】 安西　樹珠 飯塚　友唯 石井　舞 小倉　陽菜 加藤　夢月 腰高　優夏

笹本　風帆 佐藤　寿音 重城　柚姫 篠田 遥 鈴木　天寧 竹ノ内　梢

鴇田　玲緒南 永峯　萌美 長谷川　紫穂 羽鳥　歌恋 平野　桜羽 ボーホーディンディン

水嶋　彩愛 本吉　由芽
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■東京都 【1級】 石原　桃子 上斗米　彩花 諏訪 礼奈

【2級】 石井　日菜 上斗米 新菜 平塚　悠友

【3級】 猪俣 結衣 植村 天音 小池　美月 鈴木 詩織 戸村　花 中尾 咲希

許　世娜 北條　凛々花 松野　優華 山本 貴咲 吉田　恋子 米村　友菜

【5級】 青木　萌音 伊関　藍 碓井　夏鈴 大場　優貴子 佐々木　花心 根本　歩実

根本　理咲子 長谷川　花凛 長谷川　匠 前田　ことり 渡邉　麻理子

■神奈川県 【1級】 髙橋　亜沙美 長與　春花 長與　夕夏 盛田　海

【2級】 安彦 衣織 大城 咲来 大窪 真依 小林 渚 佐藤 美来 高橋 ひなの

野崎　桃花 藤園　瑠海 山本 日香

【3級】 石橋　麻友 大坪　向日葵 尾崎　寿々菜 小野寺　紗 小林 彩羽 佐々木 二美乃

鈴木　花 西田　ひより 藤澤　美優 古川 モア奈 山﨑　楓 山本　美瑠

吉山 琳子 渡辺　永愛

【4級】 上原　穂美 大城　翼 大塚　月乃 金子　乃々佳 川田　結生奈 倉品 ほのか

小磯　茉莉花 清野　瑞希 高橋　蒼葉 中別府　苑香 橋本　遥花 長谷部　来幸

平田　理音菜 古木　菜結 水野　志帆 山崎　七菜

【5級】 石川　來葉 稲山　瑶乃 大野　優茉　 小池　花空 関亦　優衣 高梨　真央

遠竹　菜々子 内藤　千帆里 内藤　百花 新川　南 原　未佳 原　未来

別井　香里 別井　春歌 三武　美月 森　風夏 守屋　空音 盛田　天

栁沼　聖乃 谷津倉　苺花 山崎　美結 山田　望生 湯浅　智晶

■富山県 【2級】 平　　啓吾

■静岡県 【1級】 安松　ひなた　

【2級】 大橋 知紗 真野 安奈 村松　芹奈 森下　実宥

【3級】 稲垣　里梨 黒済　楓香

【5級】 小澤　ひなた 神谷　芭奈 窪野　悠紗 酒井　美怜 酒井　祐里佳 榛葉　遥

杉浦　咲音 土屋　佑芽 永井　心 中安　未彩 中安　里桜 名倉　小遥

西田　愛花理 西村　咲那 服部　蒼生 原　唯花 比江島　葵　 増本　晴香

村松　美月 水谷　結衣 水谷　莉子 森下　莉奈 山本　音々

■愛知県 【1級】 小倉　瑞稀 髙柳汐里 髙柳 光希 藤谷 璃水 正木 陽帆

【2級】 蟹江　樹里 寺門　花胡 嶺木　愛里

【3級】 高橋　采里 鍔本　菜々子 時田　真歩 野々山　芽依 正木　愛華 丸山 知夏

渡辺　知夏

【4級】 井深　初音 蟹江　雅 桐木　心望 時田　知歩 森　美月杏

【5級】 安達　有好菜 鬼頭　快惺 田中　橙樺 知崎　百華 中井　琴海 西口　花世

二宮 美緒 前田　由香

■京都府 【2級】 芳仲　志歩

【3級】 岸本　六花 飛田　和花

【4級】 中澤　樹

【5級】 日下　梛 藤岡　怜愛 松木　陽奈子 松本　凜夏

■大阪府 【3級】 星野　莉亜

【4級】 西村　涼々

■兵庫県 【1級】 大川　結愛 京奥 朱里 小寺 結子 山形 奈央

【2級】 寺嶋　美尋 山形　真未

【5級】 岡田　愛央 太宰　真希 西海　心音 藤井　梛央 栁田　彩暖

■奈良県 【2級】 川中 夏実 谷口　杏栞

【3級】 内原　花菜子 多田　怜司 河居　愛奈 中島　穂香 中村　心咲 西山　結衣

溝谷　彩華

【4級】 植田　唯心 立野　奈々美 中尾　沙妃 森田　みのり

【5級】 永山　桃佳 三宅　亜湖

■和歌山県 【2級】 佐伯　唯奈

【3級】 正野　愛梨 関　はるな

【4級】 山本　美菜

【5級】 上田　知幸 嶋田　有彩 平原　菜乃香



■香川県 【1級】 築地 美優

【2級】 田中　美咲 築地 咲和

【3級】 白井　愛菜 田中　菜月 三木 綺華 三好　咲菜 山本 愛花

【4級】 多田　優羽 田中　一華 野村　百花 藤村　藍 藤村　優 矢野　美羽

【5級】 阿部　かしこ 川本　侑奈　 四宮　望琴 中石　千晴 三好　紗愛

■愛媛県 【1級】 塩入 梓

【3級】 寺尾 晋一

【4級】 石川　真央 内田　花埜 松林　佳音

■福岡県 【1級】 稲原 あかり 小田 智希

【2級】 井藤　夏美 今永　史子 加藤　瑛 垂門 凜

【3級】 飯田 沙奈 石松　愛理 井手上　千鶴 伊藤 百音 香取　なな 國政　萌亜

西田　彩乃 松尾 駿

【4級】 大崎　弥恵 後藤　帆南 近藤　美羽 坂本　瑠奈 末松　彩乃 塚﨑　陽菜

津波古　穂里 寺原　柊　 花元　美杏 三戸邉　悠乃 山田　萌果

【5級】 諌山　紗笑良 伊藤　音杏 井上　愛菜 大熊　梨乃華 大崎　真央 小川　将輝

栗原　愛奈 崎山　夏葵 寺田　有梨沙 中竹　朔弥 野中　優名 廣田　玲花

藤本　亜美 古城戸　絢音 細國　楓倫 松浪　ひな 三宅　志歩 宮﨑　彩心

村田　竜一 森下　茉珀 山添　真奈 吉田　蒼央

■長崎県 【2級】 小川 万由子 春田 渚

【3級】 山口　ゆめ 山手　比与里

【4級】 山手　快斗

【5級】 嵩　さくら 松尾　南美

■熊本県 【3級】 辻本 百合愛


