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Bib 選⼿名 都道府県 資格 Bib 選⼿名 都道府県 資格 Bib 選⼿名 都道府県 資格
1 樺澤 茉宝 新潟県  １級 51 ⼭⼝ 璃都 広島県  １級 101 ⼩⽥切 悠 東京都 指導員
2 ⽯⽔ 愛 岐⾩県 指導員 52 浜下 玲⾳ 北海道  準指 102 遠藤 美咲 ⼭形県 ﾃｸﾆｶﾙ
3 中澤 乃愛 栃⽊県  準指 53 三浦 由実 東京都 ｸﾗｳﾝ 103 中⻄ 桃⾹ 富⼭県  準指
4 神⾕ 菜々 学連 ﾃｸﾆｶﾙ 54 切久保 ⾹澄 ⻑野県  準指 104 ⻑⾕部 かれん 静岡県 ﾃｸﾆｶﾙ
5 井上 優 東京都 指導員 55 徳⽥ 久美 広島県 指導員 105 上江洲 美樹 兵庫県  １級
6 ⼩松 亜紀 滋賀県 ﾃｸﾆｶﾙ 56 新⾕ 起世 東京都 ｸﾗｳﾝ 106 相原 有希 京都府  準指
7 ⼭下 和能 福井県  準指 57 樋笠 昌代 広島県  準指 107 ⻑⾕川 えみ ⻑野県  １級
8 清野 夏汀 ⼭形県  準指 58 ⼾⽥ 勇気 兵庫県 ｸﾗｳﾝ 108 船橋 和⼦ 奈良県 ﾃｸﾆｶﾙ
9 和⽥ 友実⼦ 栃⽊県 指導員 59 村井 七海 神奈川県  準指 109 新井 祥⼦ 東京都 ｸﾗｳﾝ
10 根本 ⾵花 東京都 指導員 60 渡邊 渚 新潟県  １級 110 ⼋⽊ 志友 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ
11 平井 悠希 茨城県 1級 61 酒井 陽菜 北海道  準指 111 太⽥ 好美 埼⽟県 指導員
12 中村 春菜 ⼭梨県 指導員 62 ⽩岩 真由⼦ 岩⼿県  準指 112 ⽥代 千尋 ⿃取県 ｸﾗｳﾝ
13 ⽵村 歩⼰ ⻘森県  準指 63 栗⼭ 未来 新潟県 指導員 113 坂本 絵理⾹ ⻘森県 指導員
14 塚本 由希⼦ 島根県  準指 64 ⿊⽊ 玲名 岐⾩県  １級 114 鈴⽊ 芙祐⼦ ⻑野県 指導員
15 鈴⽊ 咲 ⼭形県 指導員 65 森末 愛美 学連  準指 115 鈴⽊ 栞 北海道 指導員
16 渡邉 睦⽉ ⻑野県  １級 66 佐藤 貴⼦ 新潟県  準指 116 ⽚桐 直美 ⻑野県 指導員
17 ⼸野 華緒 北海道 指導員 67 堀⽥ 由佳⼦ 岡⼭県  １級 117 中澤 歩⾥ 宮城県  １級
18 ⽯川 京華 福岡県 ｸﾗｳﾝ 68 柳川 真紀⼦ 和歌⼭県 指導員 118 佐藤 ⽇和 秋⽥県  準指
19 北原 愛⾐ ⼭梨県 ｸﾗｳﾝ 69 髙橋 和花菜 学連  １級 119 ⽯井 理紗 北海道 指導員
20 川端 佑沙 東京都 指導員 70 ⽵嶋 ひとみ 兵庫県  準指 120 中島 彩 新潟県 指導員
21 関 奈々星 群⾺県  準指 71 朝⽇ 友⾥愛 愛知県 準指 121 眞坂 志穂 秋⽥県  準指
22 春原 優⾐ ⻑野県 指導員 72 宇根岡 昌代 ⼤阪府 指導員 122 稲垣 真理 愛知県 ﾃｸﾆｶﾙ
23 勝浦 由⾐ 北海道  準指 73 ⼩森 彩未 北海道 指導員 123 ⾼橋 知寿 新潟県 指導員
24 ⻘⽊ 美和 新潟県 指導員 74 ⽯川 千尋 埼⽟県 指導員 124 ⼭内 さき 愛知県 準指
25 ⼭⽥ 恵⾥ ⻑野県 指導員 75 安⽥ 尚⼦ ⻘森県 指導員 125 島⽥ 愛⼸ 埼⽟県 指導員
26 松岡 美樹 北海道  準指 76 ⼭⼝ 夏未 北海道 指導員 126 沖 知実 広島県 ﾃｸﾆｶﾙ
27 平⽥ 楓 ⻑野県  １級 77 渡邉 夏⾹ ⿃取県  準指 127 勝⽥ 佳奈 滋賀県 指導員
28 村本 桜 ⽯川県  １級 78 弥永 奈々 学連  １級 128 ⿊原 吏⼦ 岡⼭県 指導員
29 堀⽥ 璃苑 神奈川県  １級 79 撫養 いづみ 北海道  １級 129 飯⽥ あゆみ 富⼭県 指導員
30 ⼭下 夢 北海道 指導員 80 佐藤 史佳 東京都 ｸﾗｳﾝ 130 神⾕ 来美 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ
31 飯塚 奈歩 新潟県 指導員 81 新井 翔⼦ 千葉県 ｸﾗｳﾝ
32 浅⽔ 洸佳 岩⼿県  １級 82 伊藤 愛可 ⼭形県  １級
33 河上 晴⾹ 愛媛県 指導員 83 ⼩俣 優⾹ 東京都 ﾃｸﾆｶﾙ
34 中澤 笑⾥ 学連  準指 84 久保⽥ 美鈴 岩⼿県  準指
35 ⾕藤 遥 北海道 指導員 85 匹⽥ 明花律 宮城県  １級
36 ⼤⾕ 眞⼦ 島根県  準指 86 渋⾕ 潤⼦ ⽯川県 指導員
37 齋藤 夏実 東京都 ﾃｸﾆｶﾙ 87 ⾚松 かおり ⼭梨県 指導員
38 ⿊瀬 公雅 福井県  準指 88 ⽶丘 愛実 富⼭県 指導員
39 秋元 ⽇菜⼦ 北海道  準指 89 川井 多瑛 神奈川県 ｸﾗｳﾝ
40 上野 桃⼦ 千葉県  準指 90 野々⼭ 颯絵 東京都 指導員
41 渡瀨 葉⽉ 岐⾩県  １級 91 柴⽥ 芽依 滋賀県 ﾃｸﾆｶﾙ
42 溝⼝ 裕⼦ 三重県 指導員 92 ⼟肥 明⽇⾹ ⼤阪府 指導員
43 ⼤場 優希 北海道 指導員 93 齋藤 くる美 神奈川県 ﾃｸﾆｶﾙ
44 ⼤和⽥ 瑠那 学連  １級 94 市川 紗理奈 東京都  １級
45 川畑 ⿇央 ⼤阪府 指導員 95 道⼼ 絢 北海道 ｸﾗｳﾝ
46 ⼤場 朱莉 宮城県 指導員 96 冨澤 瞳 東京都 ﾃｸﾆｶﾙ
47 嵐⽥ 由 ⼭形県 指導員 97 池邊 彩加 ⻑野県 指導員
48 ⼤場 彩友 ⻑野県  準指 98 伊藤 沙樹 東京都 指導員
49 ⼿倉森 楓果 北海道  準指 99 渡邊 岬 新潟県  準指
50 ⽥嶋 理保 埼⽟県 指導員 100 鎌⽥ 咲紀 愛知県 指導員


