
１年女子個人形

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 赤羽　実優 ｱｶﾊﾈ  ﾐﾕ 北海道 1

2 北海道 土岐　果瑛 ﾄｷ  ｶｴ 北海道 1

3 北海道 梅津　百花 ｳﾒﾂ  ﾓﾓｶ 北海道 1

4 北海道 坂井　渚紗 ｻｶｲ  ﾅｷﾞｻ 北海道 1

5 東北 中條　愛子 ﾅｶｼﾞｮｳ  ｱｲｺ 岩手 1

6 東北 田代　怜愛 ﾀｼﾛ  ﾚｲﾗ 宮城 1

7 東北 髙橋　侑里 ﾀｶﾊｼ  ﾕｳﾘ 宮城 1

8 東北 横山　絢萠 ﾖｺﾔﾏ  ｱﾔﾒ 宮城 1

9 関東 鰺坂　千聖 ｱｼﾞｻｶ  ﾁｻﾄ 神奈川 1

10 関東 太田　真鈴 ｵｵﾀ  ﾏﾘﾝ 神奈川 1

11 関東 平田　紗楽 ﾋﾗﾀ  ｻﾗ 千葉 1

12 関東 川上　凛心 ｶﾜｶﾐ  ﾘｺ 東京 1

13 関東 島田　紬希 ｼﾏﾀﾞ  ﾂﾑｷﾞ 埼玉 1

14 関東 東　侑寿 ｱｽﾞﾏ  ﾕｽﾞ 千葉 1

15 北信越 吉田　蘭 ﾖｼﾀﾞ  ﾗﾝ 長野 1

16 北信越 城代　和花 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ　ﾜｶ 新潟 1

17 北信越 井上　仁美 ｲﾉｳｴ　ﾋﾄﾐ 新潟 1

18 北信越 五十嵐　天音 ｲｶﾞﾗｼ  ｱﾏﾈ 富山 1

19 東海 間瀬　涼花 ﾏｾ  ﾘｮｳｶ 愛知 1

20 東海 奈須　志代里 ﾅｽ  ｼﾖﾘ 三重 1

21 東海 浅野　喬珂 ｱｻﾉ  ｷｮｳｶ 岐阜 1

22 東海 ノーブル　美空 ﾉｰﾌﾞﾙ  ﾐｿﾗ 静岡 1

23 近畿 青木　美織 ｱｵｷ  ﾐｵﾘ 大阪 1

24 近畿 北田　結梨佳 ｷﾀﾀﾞ  ﾕﾘｶ 大阪 1

25 近畿 三ヶ島　杏華 ﾐｶｼﾏ  ｷｮｳｶ 兵庫 1

26 近畿 田中　絵美莉 ﾀﾅｶ  ｴﾐﾘ 京都 1

27 中国 山口　由佳理 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾕｶﾘ 広島 1

28 中国 島谷　美里 ｼﾏﾀﾆ  ﾐｻﾄ 広島 1

29 中国 川上　稟心 ｶﾜｶﾐ  ﾘﾝ 島根 1

30 四国 中川　晴賀 ﾅｶｶﾞﾜ  ｾｲｶ 徳島 1

31 九州 北野　椛純 ｷﾀﾉ  ｶｽﾐ 福岡 1

32 九州 石原　結樹 ｲｼﾊﾗ  ﾕｽﾞ 福岡 1

33 九州 平野　仁菜 ﾋﾗﾉ  ﾆﾉﾊ 長崎 1

34 九州 野崎　楓華 ﾉｻﾞｷ  ﾌｳｶ 長崎 1

35 九州 真喜屋　稀衣 ﾏｷﾔ  ｷｲ 沖縄 1



２年女子個人形

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 辻　麻陽 ﾂｼﾞ  ｱｻﾋ 北海道 2

2 北海道 谷岡　真帆 ﾀﾆｵｶ  ﾏﾎ 北海道 2

3 北海道 太田口　結乃 ｵｵﾀｸﾞﾁ  ﾕｲﾉ 北海道 2

4 北海道 齊藤　由徠 ｻｲﾄｳ  ﾕｲﾅ 北海道 2

5 東北 藤原　凪 ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾅｷﾞ 岩手 2

6 東北 佐々木　惟楓 ｻｻｷ  ｲﾁｶ 岩手 2

7 東北 須江　倫果 ｽｴ　ﾐﾁｶ 宮城 2

8 東北 大平　実愛 ｵｵﾋﾗ　ﾐﾉﾘ 福島 2

9 関東 本多　美羽 ﾎﾝﾀﾞ  ﾐｳ 東京 2

10 関東 神馬　朱桜 ｼﾞﾝﾏ  ｽｻﾞｸ 千葉 2

11 関東 清水　ねね ｼﾐｽﾞ  ﾈﾈ 東京 2

12 関東 黒木　愛記 ｸﾛｷ  ｱｲｷ 埼玉 2

13 関東 中村　友紀 ﾅｶﾑﾗ  ﾕｷ 埼玉 2

14 関東 益田　杏璃 ﾏｽﾀﾞ  ｱﾝﾘ 神奈川 2

15 北信越 百瀬　瑛茉 ﾓﾓｾ  ｴﾏ 長野 2

16 北信越 上原　澄珠 ｳｴﾊﾗ  ｽｽﾞ 長野 2

17 北信越 清水　彩羽 ｼﾐｽﾞ  ｲﾛﾊ 長野 2

18 北信越 西本　心春 ﾆｼﾓﾄ  ｺﾊﾙ 福井 2

19 東海 吉野　結香 ﾖｼﾉ  ﾕｲｶ 愛知 2

20 東海 市村　凛 ｲﾁﾑﾗ  ﾘﾝ 三重 2

21 東海 小林　眞花 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊﾅ 岐阜 2

22 東海 植松　明莉 ｳｴﾏﾂ  ｱｶﾘ 静岡 2

23 近畿 藤本　こころ ﾌｼﾞﾓﾄ  ｺｺﾛ 大阪 2

24 近畿 湯田　優月羽 ﾕﾀﾞ  ﾕｽﾞﾊ 奈良 2

25 近畿 藤田　寿々 ﾌｼﾞﾀ  ｽｽﾞ 兵庫 2

26 近畿 清野　なな ｾｲﾉ  ﾅﾅ 京都 2

27 中国 木下　こころ ｷﾉｼﾀ  ｺｺﾛ 広島 2

28 中国 曾野部 心咲 ｿﾉﾍﾞ  ﾐｻｷ 山口 2

29 中国 塩尻　一楓 ｼｵｼﾞﾘ  ｲﾁｶ 岡山 2

30 中国 北脇　芽生 ｷﾀﾜｷ  ﾒｲ 鳥取 2

31 四国 喜田　楓奈 ｷﾀ  ﾌｳﾅ 香川 2

32 四国 青木　絃遠 ｱｵｷ  ｲﾄ 徳島 2

33 四国 伊井　心優 ｲｲ  ﾐﾋﾛ 愛媛 2

34 四国 堀川　みずほ ﾎﾘｶﾜ  ﾐｽﾞﾎ 愛媛 2

35 九州 大場　心結 ｵｵﾊﾞ  ｺｺﾐ 福岡 2

36 九州 亀川　唯華 ｶﾒｶﾞﾜ  ﾕｲｶ 福岡 2

37 九州 宮本　そら ﾐﾔﾓﾄ  ｿﾗ 福岡 2

38 九州 島袋　杏里 ｼﾏﾌﾞｸﾛ  ｱﾝﾘ 沖縄 2

39 九州 坂井　七彩 ｻｶｲ  ﾅﾅｾ 佐賀 2

40 地元 鈴木　凜 ｽｽﾞｷ　ﾘﾝ 十勝 2



３年女子個人形

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 池田　雫 ｲｹﾀﾞ  ｼｽﾞｸ 北海道 3

2 北海道 赤羽　雫 ｱｶﾊﾈ  ｼｽﾞｸ 北海道 3

3 北海道 谷坂　真実 ﾀﾆｻｶ  ﾏｺﾄ 北海道 3

4 北海道 山下　瑚杏 ﾔﾏｼﾀ  ｺｱ 北海道 3

5 東北 厂原　紅 ｶﾞﾝﾊﾞﾗ  ﾍﾞﾆ 宮城 3

6 東北 飛内　咲良 ﾄﾋﾞﾅｲ  ｻｸﾗ 青森 3

7 東北 高橋　依里 ﾀｶﾊｼ  ｴﾘ 秋田 3

8 東北 鈴木　愛央 ｽｽﾞｷ  ﾏｵ 宮城 3

9 関東 岡元　杏樺 ｵｶﾓﾄ  ｷｮｳｶ 茨城 3

10 関東 川田　麻稀 ｶﾜﾀﾞ ﾏｷ 神奈川 3

11 関東 藤井　美亜 ﾌｼﾞｲ  ﾐｱ 埼玉 3

12 関東 髙井　理櫻 ﾀｶｲ  ﾘｻ 神奈川 3

13 関東 織戸　日葵 ｵﾘﾄﾞ  ﾋﾅﾀ 千葉 3

14 関東 難波　京那 ﾅﾝﾊﾞ  ｷｮｳﾅ 東京 3

15 北信越 小池　葵音 ｺｲｹ  ｱｵ 長野 3

16 北信越 後藤　譜羽 ｺﾞﾄｳ　ﾌｳ 新潟 3

17 北信越 野畠　歩有 ﾉﾊﾞﾀ  ﾌｳ 石川 3

18 北信越 松浦　恋春 ﾏﾂｳﾗ  ｺﾊﾙ 福井 3

19 東海 牧野　佑香 ﾏｷﾉ  ﾕｳｶ 愛知 3

20 東海 里路　心咲 ｻﾄｼﾞ  ｺｺﾊ 三重 3

21 東海 畑中　芽衣 ﾊﾀﾅｶ  ﾒｲ 岐阜 3

22 東海 小川　風菜 ｵｶﾞﾜ  ﾌｳﾅ 静岡 3

23 近畿 黄　碧純 ｺｳ   ｱｽﾞﾐ 大阪 3

24 近畿 梁　心優 ﾘｮｳ  ﾐﾕｳ 大阪 3

25 近畿 西垣　鈴 ﾆｼｶﾞｷ  ｽｽﾞ 大阪 3

26 近畿 中山　愛央衣 ﾅｶﾔﾏ　ｱｵｲ 大阪 3

27 中国 宮武　千桜 ﾐﾔﾀｹ  ﾁｻ 広島 3

28 中国 田中　里奈 ﾀﾅｶ  ﾘﾅ 鳥取 3

29 中国 坂本　弥天 ｻｶﾓﾄ  ﾐｿﾗ 鳥取 3

30 中国 中野　麻子 ﾅｶﾉ　ｱｻｺ 島根 3

31 四国 久保田　妃依那 ｸﾎﾞﾀ  ﾋｲﾅ 香川 3

32 四国 佐藤　桔子 ｻﾄｳ  ｷｺ 徳島 3

33 四国 安藤　可帆　 ｱﾝﾄﾞｳ  ｶﾎ 高知 3

34 四国 御堂　日彩 ﾐﾄﾞｳ  ﾋｲﾛ 愛媛 3

35 九州 南里　心月 ﾅﾝﾘ  ﾐﾂﾞｷ 福岡 3

36 九州 網田　沙弥伽 ｱﾐﾀ  ｻﾔｶ 福岡 3

37 九州 平野　杏珠 ﾋﾗﾉ  ｱﾝｼﾞｭ 長崎 3

38 九州 吉村　紗愛 ﾖｼﾑﾗ  ﾋﾅ 長崎 3

39 九州 大塚　生啓 ｵｵﾂｶ  ｲﾉﾘ 大分 3

40 九州 兼島　佳那多 ｶﾈｼﾏ  ｶﾅﾀ 沖縄 3

41 地元 岡部　美李菜 ｵｶﾍﾞ　ﾐﾘﾅ 十勝 3



４年女子個人形

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 北原　七楓 ｷﾀﾊﾗ  ﾅﾅｶ 北海道 4

2 北海道 平須賀　紀花 ﾋﾗｽｶﾞ  ｺﾄﾊ 北海道 4

3 北海道 鈴木　華 ｽｽﾞｷ  ﾊﾅ 北海道 4

4 北海道 中村　美結 ﾅｶﾑﾗ  ﾐﾕ 北海道 4

5 東北 猪股　彩千香 ｲﾉﾏﾀ  ｲﾁｶ 宮城 4

6 東北 菅野　美桜 ｶﾝﾉ  ﾐｵ 福島 4

7 東北 渡邉　綾乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｱﾔﾉ 福島 4

8 東北 堀合　梨那 ﾎﾘｱｲ  ﾘﾅ 宮城 4

9 関東 浅野　美紀 ｱｻﾉ  ﾐｷ 神奈川 4

10 関東 林　直穂 ﾊﾔｼ  ﾁｶﾎ 神奈川 4

11 関東 村越　翆空 ﾑﾗｺｼ  ｽｲ 千葉 4

12 関東 栁本　夏美 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ  ﾅﾂﾐ 山梨 4

13 関東 濵田　心優 ﾊﾏﾀﾞ  ﾐﾕｳ 神奈川 4

14 関東 水野　小百合 ﾐｽﾞﾉ  ｻﾕﾘ 東京 4

15 北信越 石田　優花 ｲｼﾀﾞ  ﾕｳｶ 富山 4

16 北信越 松山　奈乃歌 ﾏﾂﾔﾏ  ﾅﾉｶ 石川 4

17 北信越 丸井　秋結 ﾏﾙｲ  ｼｳ 石川 4

18 北信越 見付　翼 ﾐﾂｹ  ﾂﾊﾞｻ 石川 4

19 東海 今泉　杏李 ｲﾏｲｽﾞﾐ  ｱﾝﾘ 愛知 4

20 東海 杉本　心結 ｽｷﾞﾓﾄ  ﾐﾕ 三重 4

21 東海 神谷　珂帆 ｶﾐﾔ  ｶﾎ 岐阜 4

22 東海 赤池　胡音 ｱｶｲｹ  ｺﾄ 静岡 4

23 近畿 安藤　結空 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾕﾉ 大阪 4

24 近畿 湯田　琉美菜 ﾕﾀﾞ  ﾙﾐﾅ 奈良 4

25 近畿 髙橋　理子 ﾀｶﾊｼ  ﾘｺ 兵庫 4

26 近畿 山中　彩未 ﾔﾏﾅｶ   ｱﾐ 京都 4

27 中国 松本　　空 ﾏﾂﾓﾄ  ｿﾗ 広島 4

28 中国 德本　栞那 ﾄｸﾓﾄ  ｶﾝﾅ 山口 4

29 中国 甲元　優羽 ｺｳﾓﾄ  ﾕｳ 岡山 4

30 中国 福島　菜奈美 ﾌｸｼﾏ　ﾅﾅﾐ 岡山 4

31 四国 草地　羽音 ｸｻﾁ  ﾊﾉﾝ 香川 4

32 四国 浅井　結愛 ｱｻｲ  ﾕｱ 徳島 4

33 四国 岡田　眞子 ｵｶﾀﾞ  ﾏｺ 高知 4

34 四国 清水　希香 ｼﾐｽﾞ  ﾉﾉｶ 愛媛 4

35 九州 村上　智咲 ﾑﾗｶﾐ  ﾁｻｷ 福岡 4

36 九州 井上　愛望 ｲﾉｳｴ  ﾏﾅﾐ 宮崎 4

37 九州 島袋　かなさ ｼﾏﾌﾞｸﾛ  ｶﾅｻ 沖縄 4

38 九州 三浦　そら ﾐｳﾗ  ｿﾗ 沖縄 4

39 九州 嶺井　想七 ﾐﾈｲ  ｿﾅ 沖縄 4

40 地元 中川　愛結 ﾅｶｶﾞﾜ　ｱﾕﾑ 十勝 4



５年女子個人形

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 品田　真琴 ｼﾅﾀﾞ  ﾏｺﾄ 北海道 5

2 北海道 長谷川　果凛 ﾊｾｶﾞﾜ  ｶﾘﾝ 北海道 5

3 北海道 佐々木　菜摘 ｻｻｷ  ﾅﾂﾐ 北海道 5

4 北海道 原田　柚希 ﾊﾗﾀﾞ  ﾕｽﾞｷ 北海道 5

5 東北 工藤　釉月 ｸﾄﾞｳ  ﾕﾂﾞｷ 青森 5

6 東北 加藤　ほの ｶﾄｳ  ﾎﾉ 宮城 5

7 東北 村上　瑠南 ﾑﾗｶﾐ  ﾙﾅ 宮城 5

8 東北 西原　明 ﾆｼﾊﾗ  ﾒｲ 岩手 5

9 関東 栗城　香椛 ｸﾘｷ  ｶﾉﾊ 神奈川 5

10 関東 丸橋　采奈 ﾏﾙﾊﾞｼ  ｺﾄﾅ 群馬 5

11 関東 箱守　穂乃華 ﾊｺﾓﾘ  ﾎﾉｶ 栃木 5

12 関東 小板橋　楓雅 ｺｲﾀﾊﾞｼ  ﾌｳｶﾞ 埼玉 5

13 関東 大谷　咲貴 ｵｵﾀﾆ  ｻｷ 東京 5

14 関東 山本　ちり ﾔﾏﾓﾄ  ﾁﾘ 神奈川 5

15 北信越 芳澤　香乃子 ﾖｼｻﾞﾜ  ｶﾉｺ 長野 5

16 北信越 押味　輝楽々 ｵｼﾐ　ｷﾗﾗ 新潟 5

17 北信越 廣川　結彩 ﾋﾛｶﾜ  ﾕｲ 富山 5

18 北信越 奥野　紫月 ｵｸﾉ  ｼﾂﾞｷ 石川 5

19 東海 藤田　美咲 ﾌｼﾞﾀ  ﾐｻｷ 愛知 5

20 東海 籾井　ほのか ﾓﾐｲ  ﾎﾉｶ 三重 5

21 東海 三宅　紗良早 ﾐﾔｹ  ｻﾗﾊ 岐阜 5

22 東海 久保野　茉子 ｸﾎﾞﾉ  ﾏｺ 静岡 5

23 近畿 呉山　一花 ｸﾚﾔﾏ  ｲﾁｶ 大阪 5

24 近畿 中西　梨乃 ﾅｶﾆｼ  ﾘﾉ 大阪 5

25 近畿 福岡　琉心 ﾌｸｵｶ  ﾙｺ 兵庫 5

26 近畿 村田　幸菜 ﾑﾗﾀ  ﾕｷﾅ 京都 5

27 中国 森脇　沙羽 ﾓﾘﾜｷ  ｻﾜ 広島 5

28 中国 福永　陽向 ﾌｸﾅｶﾞ　 ﾋﾅﾀ 山口 5

29 中国 笹原　幸咲 ｻｻﾊﾗ　ﾐｻｷ 山口 5

30 中国 髙橋　真琴 ﾀｶﾊｼ　ﾏｺﾄ 鳥取 5

31 四国 岡　結奈 ｵｶ  ﾕｲﾅ 香川 5

32 四国 郡　愛衣凜 ｺｵﾘ  ｱｲﾘ 徳島 5

33 四国 印藤　苺亜 ｲﾝﾄﾞｳ  ﾓｱ 高知 5

34 四国 濱田　菜月 ﾊﾏﾀﾞ  ﾅﾂｷ 愛媛 5

35 九州 北野　莉椛 ｷﾀﾉ  ﾘｶ 福岡 5

36 九州 尾上　華乃音 ｵﾉｳｴ  ｶﾉﾝ 長崎 5

37 九州 橋本　咲和 ﾊｼﾓﾄ  ｻﾜ 大分 5

38 九州 上地　結心 ｳｴﾁ　ﾕｺ 沖縄 5

39 九州 瑞慶山　千寿 ｽﾞｹﾔﾏ　ﾁｽﾞ 沖縄 5

40 九州 後藤　真歩 ｺﾞﾄｳ  ﾏﾎ 佐賀 5

41 地元 窪田　莉子 ｸﾎﾞﾀ　ﾘｺ 十勝 5



６年女子個人形

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 赤羽　結愛 ｱｶﾊﾈ  ﾕﾗ 北海道 6

2 北海道 富樫　凛 ﾄﾐｶﾞｼ  ﾘﾝ 北海道 6

3 北海道 上杉　伊知香 ｳｴｽｷﾞ  ｲﾁｶ 北海道 6

4 北海道 伊藤　志 ｲﾄｳ  ﾉｿﾞﾐ 北海道 6

5 東北 照井　心陽 ﾃﾙｲ  ｺﾊﾙ 岩手 6

6 東北 今野　彩織 ｺﾝﾉ  ｻｵﾘ 宮城 6

7 東北 根岸　伶衣 ﾈｷﾞｼ  ﾚｲ 宮城 6

8 東北 三上　彩葉 ﾐｶﾐ  ｲﾛﾊ 岩手 6

9 関東 西塚　愛純 ﾆｼﾂﾞｶ  ｱｽﾐ 千葉 6

10 関東 石山　ゆい ｲｼﾔﾏ  ﾕｲ 神奈川 6

11 関東 久保田　彩文 ｸﾎﾞﾀ  ｻｱﾔ 埼玉 6

12 関東 増子　美優 ﾏｼｺ  ﾐﾕｳ 埼玉 6

13 関東 千葉　瑠杏 ﾁﾊﾞ  ﾙｱ 神奈川 6

14 関東 杉山　玲奈 ｽｷﾞﾔﾏ  ﾚﾅ 山梨 6

15 北信越 五味 希喜 ｺﾞﾐ  ｷｷ 長野 6

16 北信越 村田　絆 ﾑﾗﾀ　ｷｽﾞﾅ 長野 6

17 北信越 八木　呼春 ﾔｷﾞ 　ｺﾊﾙ 新潟 6

18 東海 奥川　ゆり菜 ｵｸｶﾞﾜ  ﾕﾘﾅ 愛知 6

19 東海 有松　盟 ｱﾘﾏﾂ  ﾒｲ 三重 6

20 東海 多田　瑚々奈 ﾀﾀﾞ  ｺｺﾅ 岐阜 6

21 東海 武田　梨央 ﾀｹﾀﾞ  ﾘｵ 静岡 6

22 近畿 東風平　梨沙 ｺﾁﾋﾗ  ﾘｻ 大阪 6

23 近畿 松下　奈央 ﾅﾂｼﾀ  ﾅｵ 大阪 6

24 近畿 江上　加里菜 ｴｶﾞﾐ  ｶﾘﾅ 兵庫 6

25 近畿 麦谷　杏莉 ﾑｷﾞﾀﾆ   ｱﾝﾘ 京都 6

26 中国 矢野　　光 ﾔﾉ　ﾋｶﾘ 広島 6

27 中国 原　　唯華 ﾊﾗ　ﾕｲｶ 広島 6

28 中国 長尾　美悠 ﾅｶﾞｵ  ﾐｳ 岡山 6

29 中国 田中　友俐子 ﾀﾅｶ  ﾕﾘｺ 鳥取 6

30 四国 川崎　穂乃花 ｶﾜｻｷ  ﾎﾉｶ 香川 6

31 四国 菱本　芽瑠 ﾋｼﾓﾄ  ﾒﾙ 徳島 6

32 四国 山﨑　未悠 ﾔﾏｻｷ  ﾐﾕｳ 高知 6

33 四国 豊田　愛留 ﾄﾖﾀﾞ  ﾒﾙ 愛媛 6

34 九州 長尾　柚 ﾅｶﾞｵ  ﾕｽﾞ 福岡 6

35 九州 佐藤　凛子 ｻﾄｳ  ﾘｺ 大分 6

36 九州 酒井　愛華 ｻｶｲ  ｱｲﾗ 大分 6

37 九州 上田　楓乃 ｳｴﾀﾞ  ｶﾉ 沖縄 6

38 九州 福田　和心 ﾌｸﾀﾞ  ﾜｺ 鹿児島 6

39 九州 前山　聖空 ﾏｴﾔﾏ  ｾｲﾗ 鹿児島 6

40 地元 佐藤　みのり ｻﾄｳ　ﾐﾉﾘ 十勝 6


