
■北海道 【4級】 阿部　凌子 伊藤　彩花 伊邉　大河 岩澤　祐奈 佐野　友昭

竹内　準人 平沼　大空 三浦　萌

【5級】 佐野　友昭

■岩手県 【1級】 柏木　陽向 髙橋　珠芙怜 南野　愛留

【2級】 桐山　心優 小倉　璃々花 南野　心夏

【3級】 伊藤　衣織 前川　瑠那

【4級】 小國　甲太郎 川村　舞美 木村　心咲 工藤　美月 藤井　音羽

蒔苗　枇奈乃 矢幅　浬 矢幅　心 山﨑　朔嘉 山﨑　桃嘉

【5級】 長内　紬 工藤　楓菜 今　優衣 佐々木　南海 滝又　美空

竹原　詩葉 戸髙　雛 森　美惠 八敷　那菜

■福島県 【2級】 榎内 真理子

【3級】 石橋　敦子 今井　真由紀 小島　奉行 佐川　昌子 遊佐　真理子

【4級】 石橋　諒祐

■茨城県 【3級】 中川　南

■群馬県 【1級】 栁澤　遥愛

【2級】 富岡　風人

【3級】 田中　あかり

■埼玉県 【3級】 内田　心桜 金子　愛瑠 髙橋　滋 田島　百々子

【4級】 小野瀬　心羽 片柳　千羽耶 中村　仁美

【5級】 宮澤　千尋

■東京都 【2級】 金崎　公子 平塚　悠友

【3級】 鈴木　彩桜

【4級】 青木　萌音 大場　優貴子 佐々木　花心

【5級】 長昌　那々子

■神奈川県 【3級】 佐々木　二美乃 佐藤　綾香 鈴木　詩織 波多野 結菜 平林　拓真

佐藤　綾香 平林　拓真

【4級】 井ノ口　実優 土屋　優奈 福田　葉名子 渡邉　愛深 白石　友芽

松沼　凪海 長野　志音 佐藤　胡々 四反田　萌々子 坂本　佳穂

逸見　亜里紗 石垣　亜衣梨 佐藤　祭 竹元　美智子 阿部　小粋

【5級】 榎本　朱里 川上　優花 窪島　愛

■山梨県 【3級】 小野　茜

【4級】 有泉　結菜 飯高　あかり 磯野　未羽 大須賀　未紗 小林　円香

田邉　麻衣 萩原　莉織 廣瀬　光香 町田　優花 山崎　朋香

米山　悠希美

■富山県 【3級】 石倉　乃愛 市村　将哉 河西　秋平 佐野　良輔 寺西　祐太

中川　葉月 長澤　明輝 西田　稔朗 橋本　武志 松永　響

村　優希 柳原　健二 猟沢　大

【4級】 五十嵐　慎一郎 松井　かえで 師橋　篤子

■静岡県 【2級】 村松　芹奈

【3級】 村松　美どり

【4級】 村松　美どり

■愛知県 【1級】 尾﨑　菜央 小倉　瑞稀 髙柳　汐里 髙柳　光希 寺門　花胡

嶺木　愛里

【2級】 黒田　七菜 高橋　采里 野々山　芽依

【3級】 阿知波　瑞季 伊藤　実紗 今碇　真未 片岡　樹絵 加藤　若菜

浅倉　啓介 近藤　夏樹 丹羽　巧樹 根尾　秋乃 長谷川　大輔

深谷　有良 藤井　孝志郎 松浦　日向子 水谷　まゆ

【4級】 浅倉　啓介 近藤　夏樹 丹羽　巧樹 藤井　孝志郎 水谷　まゆ

■岐阜県 【3級】 岩田　匡平

■京都府 【3級】 及川　文那 田所　未来

【4級】 今江　乃彩 田所　未来 藤谷　彩乃

■大阪府 【3級】 池上　鈴佳 伊藤　盟理 大林　真緒 小笠原　早希 近藤　梨奈

三輪　聖香 祐伯　のぞみ

■大阪府 【4級】 池上　鈴佳
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■兵庫県 【3級】 井福　千里 太田　茜音 小澤　ほのか 郡山　瑞穂 坂元　綾花

佐藤　美裕

【4級】 井福　千里 太田　茜音 小澤　ほのか 木野　亜梨沙 郡山　瑞穂

小久保　絢加 坂元　綾花 佐藤　美裕 柴田　夕貴 戸田　朋花

■奈良県 【1級】 谷口　杏栞 吉川　千晴

【3級】 赤井　愛実 西﨑　歩未

■島根県 【4級】 勝部　千咲

■福岡県 【1級】 今永　史子 大﨑　菜々美

【2級】 今津　凛花 大﨑　菜々美 中川原　陽梨

【3級】 大熊　梨々華 永野　果歩 村田　竜一

【4級】 井手上　千鶴 野中　杏華 平本　音寧 松浦　莉子 宮﨑　結愛

■熊本県 【1級】 田上　陽爽

【3級】 和泉　紅亜 岩永　実佑 岩永　佑彩

【4級】 和泉　凛音 宮川　眞都理

【5級】 梅門　みなみ 中嶋　朱美子

■鹿児島県 【5級】 桑原　千恵 橋口　喜久美 原口　百恵 松本　仁

■北海道 【3級】 井川　帆乃花

【4級】 北畑　悠里 柳沼　結愛

【5級】 渡部　栞菜 藤井　梨菜 藤井　杏心

■福島県 【4級】 阿部　夏帆 佐野　琉月 野口　凛

■茨城県 【2級】 石倉　優花 吉田　美晴

【3級】 圷　花音 大川　穂乃佳 齊藤　由菜 中澤　想楽 根本　依茉里

【4級】 有山　美憂 大川　穂乃佳 小島　みのり 関　陽向 髙橋　花穂

鴇田　花音 仲尾　清葵 難波　那由美 原田　あゆみ 本荘　真愛

本多　瑠唯 松田　朱理

【5級】 滝下　みこと 富田　凛々 原田　あゆみ 松田　朱理

■群馬県 【1級】 熊井戸　泉 栁澤　愛梨 吉田　もえ

【2級】 松本　にこ

【3級】 鈴木　愛佳 平井　菜月

【4級】 市川　奈那美 田中　まり 渡邉　心絆

■埼玉県 【1級】 金尾　澪

【2級】 森　美由宇

【3級】 梅谷　ありさ 渋谷　紗来 永尾　なごみ

【4級】 吉本　りこ

【5級】 江原　凜 木田　杏奈 長尾　美咲 林下　瑠華 原澤　咲希

■千葉県 【3級】 石井　舞 高橋　英倫子 高橋　妃那 田中　彩愛 田丸　帆奏

鴇田　玲緒南 平野　可奏恵 ボーホーディンディン 八坂　光咲 吉田　奈央

【4級】 内田　早俐 小倉　陽菜 神作　汐音 監物　穂香 笹本　風帆

澤　くるみ 鈴木　歩花 鈴木　奏来 武川　夕夏 竹ノ内　梢

手嶋　優水 堂前　侑来 野村　優衣 波多野　菫 松崎　凛

宮越　香歩 村松　心夢 山本　留歌 山本　怜奈

【5級】 大越　梨央 尾畑　友唯 腰高　美優 竹ノ内　咲 手嶋　優水

新津　咲良 二階　日奈多 山本　リセ

■東京都 【1級】 岡田　七虹 恩田　未来

【2級】 今岡　美史 碓井　万葉 高尾　美咲 髙林　美来 戸井　櫻子

【3級】 浅川　智恵莉 阿部　柚月 久保　奈津希 小菅　怜子 原田　莉緒

【4級】 石井　苺 中村　心奏 那須　永果 森戸　彩珠 山内　萌奈

渡邊　祐衣

【5級】 久世　小桜 林　優

■神奈川県 【2級】 石塚　栞 大木　優奈 岡本　姫菜 尾崎　寿々菜 角屋　心奈

菊地　桜輔 新タ　美緒 山崎　美結 山田　望生 湯川　空嶺

【3級】 池田　蓮花 石川　來葉 瀬川　晃翔 垂石　優花 中田　浬
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■神奈川県 芳賀　李音 古谷　愛紗 町田　里紗 三武　美月 宮崎　絢璃

谷津倉　桃花 山本　真衣 渡辺　杜実

【4級】 安藤　柚葵 加藤　綾佳 川久保　明美 草刈　颯太 駒形　咲花

島﨑　玲奈 杉山　雅姫 種岡　胡乃葉 玉城　音羽 殿岡　香保

永井　葉月 中村　心咲 福本　将大 古谷　愛紗 本間　彩華

松田　由称

【5級】 相澤　萌里 浅井　晴陽 井上　友里 猪谷　杏実 猪谷　縁

小野田　一椛 加藤　里菜 草刈　涼花 小玉　樹音 駒形　明花

佐藤　マリア 谷山　仁埜 殿岡　志乃 古谷　帆凪 百冨　心華

■静岡県 【1級】 小澤　愛弥

【2級】 小澤　由愛 榛葉　遥 永井　心 名倉　小遥 原田　真歩

増本　晴香 村松　美月 村松　優羽 森下　理央

【3級】 梶山　紗衣 桜井　望恵 佐野　心春 鈴木　毬未 三宅　良奈

村松　優羽 山﨑　こころ 山本　栞 魯　美依

【4級】 安斉　凛 大石　光花 河野　花映 鈴木　美耶子 寺瀬　由梛

中西　優菜 藤井　美羽 村松　心羽 森下　莉奈 山﨑　こころ

【5級】 有泉　心結 鈴木　優月 戸塚　糸 戸塚　花 永井　桜

名倉　小奈 野田　晴香 野田　眞香 藤井　美羽 増田　弥珠

水野　麗々 村松　桜羽 村松　心羽

■愛知県 【1級】 蟹江　樹里 蟹江　雅 桐木　心望 鍔本　菜々子 時田　真歩

渡辺　知夏

【2級】 知崎　百華 中井　琴海 西口　花世

【3級】 大矢　彩乃 田中　橙樺

【4級】 磯村　彩 磯村　七帆 伊藤　美月 岡　日菜多 齋藤　優吏

酒井　和花 坪木　千裕 中島　心々音 藤原　紬妃 森　風乃花

【5級】 桐木　奏空 齋藤　愛吏 杉浦　妃菜 鈴木　理央菜 増田　帆花

南　優里愛 吉田　環 吉田　綾 渡辺　蒼唯

■京都府 【1級】 奈須　わかな　 飛田　和花

【2級】 松木　陽奈子 松本　凛夏

【3級】 阿部　日奈多 野田　沙江 圓口　あやめ 山﨑　有紗

【4級】 久保　心結 奈須　もなみ 西川　楓 野田　青以 南　りさ子

渡辺　世南

【5級】 今江　ひかり 古賀　毬葉 高橋　咲久耶 宮武　侑央

■兵庫県 【1級】 中川　芽生 西山　仁菜

【2級】 神谷　明奈 小谷　莉生 太宰　真希 田中　嘉倫 西山　芽璃

【4級】 大澤　芽生 片岡　ひより 京奥　蒼依 八杉　紗世

■奈良県 【2級】 笠原　知実 北乾　芽衣 中村　碧 西　小雪

【3級】 佐枝　和奈 福本　愛奈 柳原　萌花

【4級】 西川　望愛 柳原　萌唯

■和歌山県 【3級】 谷内　俐心

■福岡県 【1級】 山下　舞桜 三原　綾香 片多　愛奈 久野　遥

【2級】 石井　千捺 大﨑　弥恵 塚﨑　陽菜 中村　凜 向井　ひまり

【3級】 髙田　沙帆 筒井　琉夏

【4級】 坂本　結彩

【5級】 黒木　麻矢 永山　実怜

■熊本県 【5級】 和田　惇希

■鹿児島県 【5級】 飯牟禮　恵万 飯牟禮　総士 小島　愛莉 塩田　奏來 鈴木　秀法

浜田　愛菜 湯澤　絢音


