
番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 東京 本多　美羽

2 関東 埼玉 黒木　愛記

3 関東 神奈川 益田　杏璃

4 関東 東京 清水　ねね

5 北海道 北海道 谷岡　真帆

6 北海道 北海道 辻　麻陽

7 北海道 北海道 藤堂　佳澄

8 北海道 北海道 宮下　奈々

9 東北 福島 菅野　百果

10 東北 福島 三瓶　可菜

11 東北 岩手 佐々木　惟楓

12 東北 岩手 川崎　結月

13 北信越 新潟 佐々木　葵

14 北信越 長野 百瀬　瑛茉

15 北信越 長野 清水　彩羽

16 近畿 奈良 湯田　優月羽

17 近畿 京都 西尾　かんな

18 近畿 大阪 藤本　こころ

19 近畿 大阪 内海　葉月

20 東海 静岡 坂下　礼々華

21 東海 愛知 和田　涼楓

22 東海 岐阜 小林　眞花

23 中国 広島 渡邉　夏穂

24 中国 岡山 塩尻　一楓

25 中国 山口 渡邊　詩織

26 四国 徳島 青木　絃遠

27 四国 愛媛 伊井　心優

28 四国 香川 喜田　楓奈

29 九州 福岡 大場　心結

30 九州 福岡 亀川　唯華

31 九州 熊本 浦田　ゆりの

32 九州 沖縄 島袋　杏里

33

34

35

36

１年女子形



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 東京 難波　京那

2 関東 神奈川 川田　麻稀

3 関東 神奈川 髙井　理櫻

4 関東 東京 小木野　未來

5 北海道 北海道 池田　雫

6 北海道 北海道 谷坂　真実

7 北海道 北海道 赤羽　雫

8 北海道 北海道 佐々木　結

9 東北 宮城 星　永瑠

10 東北 宮城 厂原　紅

11 東北 青森 今井　嘉恵愛

12 東北 宮城 加藤　めぐ゛

13 北信越 石川 野畠　歩有

14 北信越 長野 小池　葵音

15 近畿 大阪 黄　碧純

16 近畿 京都 若林　月菜

17 近畿 兵庫 金川　杏梨

18 近畿 大阪 西垣　鈴

19 東海 三重 高山　愛梨

20 東海 静岡 齋藤　美月

21 東海 愛知 瀬口　美鈴

22 東海 岐阜 畑中　芽衣

23 中国 広島 宮武　千桜

24 中国 岡山 梁　心優

25 中国 山口 豊田　詩望

26 中国 島根 中野　麻子

27 四国 徳島 郡　叶凜菜

28 四国 高知 安藤　可帆

29 四国 愛媛 御堂　日彩

30 四国 香川 久保田　妃依那

31 九州 福岡 南里　心月

32 九州 福岡 網田　沙弥伽

33 九州 熊本 野添　美空

34 九州 沖縄 照屋　夏美

35

36

２年女子形



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 神奈川 浅野　美紀

2 関東 千葉 村越　翠空

3 関東 神奈川 菊地　真央

4 関東 千葉 神馬　李桜

5 北海道 北海道 平須賀　紀花

6 北海道 北海道 北原　七楓

7 北海道 北海道 保谷　柊空

8 北海道 北海道 中村　美結

9 東北 福島 目黒　莉明菜

10 東北 宮城 猪股　彩千香

11 東北 宮城 堀合　梨那

12 東北 秋田 見上　四葉

13 北信越 新潟 渡部　音

14 北信越 石川 丸井　秋結

15 北信越 長野 佐藤　瑞生

16 近畿 大阪 安藤　結空

17 近畿 兵庫 高橋　理子

18 近畿 奈良 松田　悠愛

19 近畿 奈良 湯田　琉美菜

20 東海 静岡 赤池　胡音

21 東海 愛知 今泉　杏李

22 東海 岐阜 神谷　珂帆

23 東海 三重 杉本　心結

24 中国 広島 佐々木　茉梨

25 中国 岡山 福島　菜奈美

26 中国 山口 德本　栞那

27 中国 鳥取 山本　果歩

28 四国 徳島 浅井　結愛

29 四国 高知 小川　友那

30 四国 愛媛 長野　栞音

31 四国 香川 佐藤　凛果

32 九州 佐賀 田中　杷子

33 九州 熊本 隈部　莉彩

34 九州 沖縄 島袋　かなさ

35 九州 沖縄 嶺井　想七

36

３年女子形



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 神奈川 栗城　香椛

2 関東 神奈川 小島　明依

3 関東 山梨 井上　歌乃

4 関東 栃木 箱守　穂乃華

5 北海道 北海道 品田　真琴

6 北海道 北海道 佐々木　菜摘

7 北海道 北海道 原田　柚希

8 北海道 北海道 保谷　彩空

9 東北 青森 後藤　凛乃

10 東北 宮城 齋藤　美結

11 東北 青森 工藤　釉月

12 東北 宮城 堤　楓

13 北信越 富山 廣川　結彩

14 北信越 石川 奥野　紫月

15 北信越 長野 芳澤　香乃子

16 近畿 大阪 村上　未来

17 近畿 兵庫 福岡　琉心

18 近畿 京都 藤本　侑子

19 近畿 京都 松岡　音希

20 東海 愛知 木下　寧々

21 東海 静岡 久保野　茉子

22 東海 岐阜 三宅　紗良早

23 東海 三重 籾井　ほのか

24 中国 広島 長渡　美桜

25 中国 山口 福永　陽向

26 中国 鳥取 高橋　真琴

27 中国 島根 小林　千桜

28 四国 徳島 棚田　芽咲

29 四国 愛媛 濱田　菜月

30 四国 香川 久保　結奈

31 九州 長崎 尾上　華乃音

32 九州 熊本 竹口　真叶

33 九州 鹿児島 福島　媛香

34 九州 沖縄 瑞慶山　千寿

35

36

４年女子形



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 神奈川 石山　ゆい

2 関東 神奈川 笹嶺　智穂

3 関東 埼玉 増子　美優

4 関東 神奈川 千葉　瑠杏

5 北海道 北海道 赤羽　結愛

6 北海道 北海道 富樫　凛

7 北海道 北海道 上杉　伊知香

8 北海道 北海道 平岡　夢彩

9 東北 宮城 今野　彩織

10 東北 宮城 根岸　伶衣

11 東北 岩手 佐藤　瑠果

12 東北 青森 今　澪李

13 北信越 新潟 菊田　実希

14 北信越 新潟 猪股　里菜

15 近畿 京都 麦谷　杏莉

16 近畿 大阪 東風平　梨沙

17 近畿 京都 小林　永和

18 近畿 大阪 髙橋　花穂

19 東海 静岡 太田　未悠

20 東海 愛知 奥川　ゆり菜

21 東海 岐阜 多田　瑚々奈

22 東海 三重 有松　盟

23 中国 広島 矢野　光

24 中国 岡山 長尾　美悠

25 中国 山口 山田　眞矢

26 中国 鳥取 御舩　花帆

27 四国 徳島 濵松　くるみ

28 四国 愛媛 豊田　愛留

29 四国 香川 川崎　穂乃花

30 九州 大分 佐藤　凛子

31 九州 鹿児島 福田　和心

32 九州 沖縄 上田　楓乃

33 九州 沖縄 島袋　美音

34

35

36

５年女子形



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 東京 杉野　玲花

2 関東 埼玉 藤野　杏

3 関東 神奈川 小泉　琶菜

4 関東 東京 金子　希彩

5 北海道 北海道 長谷川　凛々

6 北海道 北海道 平須賀　咲綾

7 北海道 北海道 小林　みひろ

8 北海道 北海道 澤田　光紗

9 東北 宮城 坪井　菜穂

10 東北 宮城 佐々木　志麻

11 東北 宮城 高橋　杏奈

12 東北 宮城 小田　來未

13 北信越 福井 青山　紗子

14 北信越 富山 松木　日和梨

15 北信越 石川 野畠　沙那

16 北信越 石川 見付　心

17 近畿 京都 奥村　和叶

18 近畿 和歌山 池田　桜子

19 近畿 兵庫 竹内　愛乃

20 近畿 兵庫 山口　陽彩

21 東海 静岡 磯崎　陽来

22 東海 愛知 奥田　稀羽

23 東海 三重 渡辺　惟月

24 東海 岐阜 毛利　希颯

25 中国 広島 濱本　りおん

26 中国 岡山 中西　陽菜多

27 中国 山口 磯村　綾花

28 中国 鳥取 川島　愛子

29 四国 徳島 片山　璃彩

30 四国 高知 伊東　椿姫

31 四国 愛媛 松江　祐芽

32 四国 香川 前川　千晴

33 九州 熊本 中村　紅葉

34 九州 鹿児島 肥後　ことね

35 九州 沖縄 仲本　明香里

36 九州 沖縄 糸洲　心結

６年女子形


