
シード 地域 氏 名 シード 地域 氏 名
1 東海 千頭 昇平 1 関東 小堀 桃子
2 関東 宮本 大勢 2 関東 村松 千裕
3 関東 綿貫 陽介 3 関東 清水 綾乃
4-5 関東 高村 佑樹 4 関東 千村 もも花
4-5 九州 安上 昂志 5 関東 岩井 真優
6 九州 田中 優之介 6 関東 李 淑玲
7 東海 堀江 享 7 関東 本玉 真唯

8-10 関東 窪田 緑 8 関西 伊藤 沙弥
8-10 関西 山田 健人 9-10 東海 浅野 いず美
8-10 東海 松田 和樹 9-10 関西 坂田 季美佳
11 関西 清水 悠太 11 関東 宮本 愛弓
12 九州 相馬 光志 12 関東 荒川 晴菜

北海道 髙岡 翔 北海道 石村 芽衣
北海道 富所 将輝 北海道 田巻 日菜乃
北海道 小林 歩実 北海道 高橋 祐奈
北海道 福永 海斗 北海道 佐藤 優美
北海道 古川 元樹 北海道 五ノ井 祐佳
東北 本多 映好 東北 柏倉 葉月
東北 菊地 裕太 東北 伊藤 萌夏
東北 佐藤 一樹 東北 櫻井 雪乃
東北 熊坂 拓哉 東北 川村 周子
東北 青木 一真 東北 菊地 満優

北信越 正林 知大 北信越 松本 佳那子
北信越 阿部 竜仁 北信越 本堂 咲良
北信越 佐藤 悠樹 北信越 山田 菜津子
北信越 中村 公宣 北信越 林 和香那
北信越 坂本 曜隆 北信越 辰田 由衣
関東 渡邉 裕輝 関東 臼井 沙耶
関東 蓮見 亮登 関東 倉持 美穂
関東 武藤 洸希 関東 大石 真珠美
関東 神田 留尉 関東 竹内 菜々花
関東 高清水 研人 関東 米原 さくら
関東 坂野 唯 東海 佐野 結花
関東 山中 恭兵 東海 鵜飼 有希
関東 木元 風哉 東海 鈴木 南穂
関東 住澤 大輔 東海 永田 杏里
東海 津田 厚 東海 山本 若菜
東海 沖本 東樹 東海 鈴木 麻緒
東海 藤井　 俊吾 関西 中谷 琴乃
東海 島本 健生 関西 今村 南
関西 太田 智貴 関西 大塚 芽生
関西 白藤 成 関西 大野 菜々子
関西 大野 翼 関西 堀口 桃果
関西 塩井 岳 関西 橋本 実結
関西 羽澤 慎治 関西 藤原 早気
関西 安積 豊 関西 尾関 彩花
関西 小清水 拓生 関西 堺 愛結
関西 今村 昌倫 中国 俣賀 瑞希
関西 東川 将大 中国 河本 鈴香
中国 井上 幹基 中国 平田 歩
中国 木本 裕基 中国 綾部 凪紗
中国 岡垣 光祐 中国 森川 菜花
中国 星木 昇 四国 竹本 琴乃
中国 樋口 廣太郎 四国 岩井 沙樹
中国 堀 凌輔 四国 高嶋 久佳理
四国 佐々木 健吾 四国 守口 蘭夢
四国 服部 達也 四国 岩本 奈都季
四国 山尾 玲貴 九州 今村 凪沙
四国 清水 健二朗 九州 坂本 はな
四国 須田 宗次郎 九州 宮原 三奈
九州 久保田 誠彬 九州 衛藤 佳奈
九州 徳永 幹史 九州 古賀 千遥
九州 工藤 弘基 九州 安部 有紗
九州 藤永 啓人 九州 中島 ゆりか

補１ 中国 竹野 光稀 補１ 関東 松田 美咲
補２ 関西 山本 悠樹 補２ 九州 古賀 麻尋
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