
■北海道 【4級】 石田　昴輝 江田　敬志郎 清水　大聖 田畑　紀 平田　悠人

伊藤　大河 大内　来耶 鈴木　剛志 中嶌　凌 宮田　陸

今井　翔 坂上　黎 蘇田　康生 中野　賢斗

梅田　快斗 更科　貴巳 竹本　翼 永山　陸

【5級】 伊藤　大河 大内　来耶 小野　久輝 竹本　翼 三谷　亮介

梅田　快斗 大畑　駿希 更科　貴巳 中野　賢斗

■岩手県 【1級】 南野　心夏

【3級】 木村　心咲 蒔苗　枇奈乃 矢幅　心 山﨑　嘉暖 山﨑　桃嘉

藤井　音羽

【4級】 小川　明鈴 工藤　楓菜 竹原　詩葉 戸髙　雛 森　美惠

小川　佳鈴 今　優衣 舘野　彩吹 沼田　凛 八敷　那菜

長内　紬 滝又　美空 舘野　陽花 福島　柚芭

【5級】 鈴木　ここ

■宮城県 【特級】 村上　優樹里

■福島県 【3級】 石橋　杏耶佳 石橋　諒祐

■茨城県 【3級】 諸岡　育実

■群馬県 【1級】 富岡　風人

【3級】 熊井戸　泉 栁澤　愛梨 吉田　もえ

【4級】 黒澤　美琴

■埼玉県 【特級】 金尾　澪

【1級】 金尾　澪

【2級】 金子　愛瑠 田島　百々子

【3級】 宮澤　千尋

【4級】 安久澤　未来 杉田　茜 杉本　海南 永尾　なごみ

■千葉県 【1級】 泉　菜乃帆 開田　夏帆

【2級】 泉　菜乃帆 白石　愛 真砂　美優

【3級】 小澤　めぐみ 野中　有里 日比野　美緒 牧野　一葉 渡邊　咲季

野口　真希

【4級】 野中　有里 牧野　一葉

■東京都 【2級】 岡田　七虹

【4級】 小川　善也 久世　小桜

■神奈川県 【4級】 後藤　日向 堤　まりの

■富山県 【3級】 相澤　和 島倉　綜 寺岡　響 道谷　龍 松岡　滉大

改井　悠大 谷口　亜廉

■福井県 【4級】 松村　美沙希

■静岡県 【1級】 村松　芹奈

■愛知県 【1級】 黒田　七菜 高橋　采里

【2級】 蟹江　雅 桐木　心望 鍔本　菜々子 時田　真歩 渡辺　知夏

【3級】 青井　琴音 瀧　大登 塚本　葉月 藤森　円香 森　智沙紀

【4級】 青井　琴音 瀧　大登 塚本　葉月 藤森　円香 森　智沙紀

■京都府 【2級】 及川　文那 小田　彩音 河居　愛奈

【3級】 藤谷　彩乃

■大阪府 【3級】 近藤　菜摘

【4級】 青山　朝海 北口　あやか 田村　翔 福井　乃々香 森松　朱梨

内田　昇吾 佐々　胡桃 津山　葉月 藤田　明花 山本　成美

大友　祐希 砂子　茜 東谷　亮 真島　唯 吉田　梨恵

岡本　早紀

■奈良県 【1級】 溝谷　彩華

【2級】 西﨑　歩未

【3級】 池田　志保 中村　美遥 溝谷　涼華

■福岡県 【1級】 中村　凜 久野　遥

【2級】 今永　礼子 片多　愛奈 小林　実礼 久野　遥 宮川　夏音

大﨑　弥恵 小林　礼佳 中村　凜 三原　綾香 山下　舞桜

【3級】 尾﨑　葉奈 野中　杏華 平本　音寧
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■福岡県 【4級】 稲田　依織

■熊本県 【3級】 和泉　凛音 梅門　みなみ 川畑　千愛

【5級】 植田　由美 勝木　青 佐々木　敏江 和田　美穂

■福島県 【3級】 阿部　夏帆 佐野　琉月

【4級】 小松　咲葵 鈴木　彩花 鈴木　瑠海

【5級】 阿部　ほなみ 鈴木　瑠海 橋本　桜

■茨城県 【2級】 中澤　想楽

【3級】 関　陽向 原田　あゆみ 本多　瑠唯 松田　朱理

【4級】 喜井　琴心

■群馬県 【1級】 田村　朱莉 松本　にこ

【2級】 鈴木　愛佳 栁澤　優凛

【3級】 市川　奈那美 髙橋　明菜 渡邉　心絆

【5級】 安田　真妃奈

■埼玉県 【1級】 岡　実優 後藤　凛音

【2級】 岡田　陽夏 後藤　凛音 武田　芽依 丸山　杏珠

【4級】 江森　遥夏 長尾　美咲 林下　瑠華

【5級】 岡野　安珠 齊藤　紫央里 田島　麻姫 宮部　紗菜 山科　佳蓮

黒澤　優

■千葉県 【5級】 香取　優奈

■東京都 【1級】 高尾　美咲

【2級】 久保　奈津希 福田　和奏

【3級】 石井　苺 大谷　笑菜 鈴木　彩桜 中村　心奏 林　優

【4級】 石井　心海 北　瑚遥 向後　望空 原島　実哉 村山　咲瑛

大谷　笑菜 久世　小桜 鈴木　沙幸 ファム クエ アン 和氣　愛佳

岡村　柚寿 小泉　莉央 早川　結貴 ファム マイ チョウ 和氣　芽佳

菊池　陽衣

【5級】 大北　怜花 向後　望空 西野　朱音 ファム　クエ　アン 宮崎　絆愛

岡安　めぐ美 志村　羚 早川　結貴 ファム　マイ　チョウ山口　詩未

菊池　陽衣 下垣　心音 速水　莉菜子 松山　陽彩 山本　佳奈

向後　希空 堤　律輝

■神奈川県 【3級】 池田　愛唯 小野寺　奏 種岡　胡乃葉 堀川　莉代奈

【4級】 浅井　晴陽 橘　美緒 中村　芽生 平田　唯花 比留川　ゆず

【5級】 鴨志田　杏 高谷　優衣 増山　和花

■静岡県 【2級】 今田 夏奈帆

【4級】 有泉　心結 戸塚　糸 野田　晴香 水野　麗々 山本　愛

杉井　美実

【5級】 伊藤　澄香 久野　陽菜香 鈴木　聖来 角皆　朱音 村松　果歩

上長　桃奈 小池　麻那 鈴木　希音 寺田　沙希 山崎　友暖

上長　優葵奈 鈴木　詩音 瀧澤　茉南 中村　結衣

■愛知県 【1級】 知崎　百華 中井　琴海

【2級】 大矢　彩乃

【3級】 磯村　彩 伊藤　美月 齋藤　優吏 坪木　千裕 藤原　紬妃

磯村　七帆 岡　日菜多 酒井　和花 中島　心々音

【4級】 桐木　奏空 杉浦　妃菜 増田　帆花 吉田　環 渡辺　蒼唯

齋藤　愛吏 鈴木　理央菜 南　優里愛 吉田　綾

【5級】 岡本　空土 亀山　和奏 小島　進之助 丹羽　一花 森島　茉央

岡本　真宙 城戸　日茉梨 富永　結衣 南　愛依菜

■京都府 【2級】 阿部　日奈多 野田　沙江 山﨑　有紗

【3級】 久保　心結 西川　楓 野田　青以 南　りさ子 渡辺　世南

奈須　もなみ
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■京都府 【4級】 今江　ひかり 上田　有芽 古賀　毬葉 宮武　侑央

【5級】 岩本　朝香 小谷　千凛 平岡　裕貴

■兵庫県 【1級】 西山　芽璃

�� 【2級】 片岡　ひより 八杉　紗世

【3級】 大澤　芽生 京奥　蒼依

【4級】 梅本　希羽 髙尾　紗椰 野一色　葵 南野　音羽 山下　莉奈

神谷　和奏 永川　美奈子 早崎　美音

■奈良県 【1級】 中村　碧 西　小雪

【2級】 柳原　萌花

【3級】 岡本　咲柚 坂口　くるみ 西川　望愛 花井　優 柳原　萌唯

興野　あかり

【4級】 角井　菜々花 芝﨑　愛 瀧上　友彩 福田　乃彩 増田　友愛

香山　柚希

■愛媛県 【4級】 星川　真佑佳 森田　結捺

【5級】 篠原　れいあ 森田　捺珠 森田　結捺 薬師神　珠鈴 脇　百花

■福岡県 【1級】 大﨑　弥恵 小林　礼佳 小林　実礼

【3級】 今津　胡花 立石　幸菜 松浦　莉子 松﨑　音々 宮﨑　結愛

岡村　優花

【4級】 上野　ひかり 松村　咲希

【5級】 井川　咲良 田中　優羽 東　なつは 松村　咲希 宮﨑　光都

隈本　花菜

■長崎県 【2級】 嵩　さくら

【3級】 山手　快斗

【5級】 小濵　莉奈 﨑田　ひかり 高田　真菜 藤本　柚稀 松尾　優杏

蒲池　結月 佐竹　普 二宮　史和 前田　彩葉 松崎　奈海

神原　礼依 佐竹　美律 二宮　生侑 前田　桜佑 吉元　春愛

■熊本県 【1級】 福田　彩華

【2級】 池田　美玲 髙田　舞

【3級】 和田　惇希 宮田　心愛

【4級】 高橋　優太 万江　あおい

【5級】 住野　羽柚 高橋　美乃 松村　亜美 宮崎　紗朱


