
シード 地域 氏 名 シード 地域 氏 名
1 関東 山﨑 純平 1 東海 大矢 希
2 関東 高橋 悠介 2-4 関東 小堀 桃子
3 関西 福田 創楽 2-4 関西 東 綾香
4 関東 加藤 彰馬 2-4 関西 向井 マリア
5 中国 徳田 廉大 5 東海 佐野 結花
6 関東 宮本 大勢 6-7 関東 福田 詩織
7-9 関東 小林 雅哉 6-7 関西 藤原 夕貴
7-9 東海 鈴木 保貴 8 関東 岩井 真優
7-9 東海 正林 知大 9 関東 大石 真珠美
10 九州 安上 昂志 10-12 関東 大河 真由
11 関東 高村 佑樹 10-12 関西 越野 菜摘
12 関東 蓮見 亮登 10-12 九州 安部 有紗

13-14 関東 畠山 成冴 13 関西 伊藤 沙弥
13-14 関西 逸崎 凱人 14 関西 中谷 琴乃
15-16 関東 福田 真大 15 関東 村松 千裕
15-16 関西 望月 勇希 16 関東 清水 綾乃

北海道 池添 克哉 北海道 ｸﾘｽﾁｬﾝ 凜ﾌﾗﾝｾｽ
北海道 髙野 巧馬 北海道 神田 歩実
北海道 徳光 翔馬 北海道 山口 ゆり
北海道 加藤 翼 北海道 森 寛乃
北海道 山崎 星哉 北海道 東 優花
東北 武田 直也 東北 渡邉 美雪
東北 工藤 颯人 東北 小松 茉莉奈
東北 菅野 将大 東北 伊藤 萌夏
東北 小川 雄大 東北 武田 茉里香
東北 田村 迅 東北 櫻井 雪乃

北信越 六川 広野 北信越 山田 菜津子
北信越 小間 陸嗣 北信越 林 和香那
北信越 市川 雄大 北信越 中村 礼
北信越 杉森 優輝 北信越 北村 梨乃
北信越 中川 雅之 北信越 林 桃香
北信越 勝島 陽希 北信越 今井 未来
関東 野内 健之介 関東 荒川 晴菜
関東 渡邉 朋輝 関東 其田 桃子
関東 奈良部 駿 関東 小松 莉奈
関東 倉島 大志 関東 高橋 未来
東海 島袋 将 関東 清水 映里
東海 田中 瞭良 関東 宮本 愛弓
東海 堀　 泰也 東海 奥村 妃奈子
東海 山佐　 輝 東海 伊達 摩紘
東海 千頭 昇平 東海 鈴木 南穂
関西 松本 樹 東海 松本 佳那子
関西 上曽山 拓実 東海 鵜飼 有希
関西 神谷 佳 東海 北村　 桃子
関西 藤井 航大 関西 井手 梨香子
関西 山田 健人 関西 今村 南
関西 平山 浩大 関西 長船 香菜子
関西 太田 智貴 関西 森本 凪咲
関西 小川 裕之 中国 小池 颯紀
中国 神房 成仁 中国 河本 鈴香
中国 榊原 颯 中国 俣賀 瑞希
中国 丸石 拓海 中国 金山 晴菜
中国 若林 龍 中国 室山 志帆
中国 西岡 航 四国 竹本 琴乃
四国 日野 勇人 四国 長野 瑞季
四国 上田 侑生 四国 髙嶋 久佳理
四国 高木 修 四国 沈 清河
四国 竹田 真教 四国 山本 久美子
四国 合田 健人 九州 リユー 理沙マリー
九州 安増 篤史 九州 山口 真琴
九州 上杉 旬生 九州 下地 奈奈
九州 甲斐 直登 九州 西里 夏子
九州 栗山 拓也 九州 岡﨑 亜美
九州 徳永 幹史 九州 竹之内 咲紀

補１ 九州 佐藤 祥次 補１ 関東 佐々木 遥
補２ 関東 権太 圭吾 補２ 関西 池内 七夕

ｼﾞｭﾆｱﾃﾞﾋﾞｽｶｯﾌﾟ及びｼﾞｭﾆｱﾌｪﾄﾞｶｯﾌﾟ代表候補選手選考会
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