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都県名 選手名 都県名 選手名 都県名
進藤　和敏 玉木　絵里子 中岡　晃啓 （藤原　由里）
林　翔太 菅野　友 斉藤　祐一朗 猪俣　洋子

木村　亮介 飯村　梨衣子 谷澤　巧也 小﨑　沙織
北島　昂樹 大手　綾花 上野　貴弘 遠藤　いさみ
中里　好貴 海老原　詩織 早乙女　拓也 関町　公美子
笠井　孝太 中根　美来 福島　友朗 山﨑　秋瑛
為永　拓夢 林　理菜 伊藤　修次 中嶋　愛美
村井　翔 大久保　愛美 花井　宏尚 飯島　波江
宮　雄大 篠田　希望 小川　知樹 小川　夏花
藤沢　悠 茂木　美穂 井上　拓斗 （星　千智）

久保田　昇吾 茂野　みゆき 竹内　裕也 小玉　絢子
小高　一純 野呂　恵夢 小林　敦 秋田 真由美
金子　祐樹 森　朝香 中田　政秀 重松　花苗
玉手　勝輝 川島　里羅 森岡　秀斗 上村　琴音
澁谷　勇希 尾﨑　沙織 下川　大樹 粂谷　百香
高橋　康平 西口　涼子 酒井　健登 上杉　夏美
内田　健太 高畑　祐紀子 市川　和洋 鈴木　成美
西方　優馬 川島　美南 緒方　友哉 古閑　鈴香
渡邊　航貴 高瀬　妃奈子 水村　秀人 池澤　みずほ

小野寺　雅之 清水　望 高橋　且磨 木村　瞳
小川　桂汰 齋藤　栞 蜂谷　聡 横関　彩
平戸　充 石橋　美咲子 川嶋　太郎 戸田　里和

古橋　俊彦 栗城　則子 山田　雄一 松本　千夏
二ノ宮　康介 井上　夏美 大橋　遊 鈴木　美希子
佐藤　恭平 根本　清乃 井上　裕也 安藤　瞳
嶋田　純也 荒木　萌恵 藤崎　草多 関根　尚子
上村　賢 片桐　悠夏 鈴木　颯斗 高野　美咲
森　公平 桶田　彩乃 （井上　拓斗） 星　千智

森川　真諭 小沼　みなみ 下川　裕一 神　ゆかり
山口　容正 仲井　由希乃 小池　直樹 神田　織恵
井上　知也 鈴木　温子 白藤　翔 関　亜由美

小野寺　裕介 土井　杏奈 藤本　ホセマリ 石橋　律子
平津　佳幸 櫻本　絢子 藤野　紘史 秋山　みづほ
石原　信之 木村　百花 芦澤　歩夢 岡田　彩菜
石川　佳樹 早田　紗希 竹内　雅明 山本　架奈子
進藤　翔平 大堀　優 （中岡　晃啓） 藤原　由里
赤堀　豊 小幡　沙希子 山田　悠起 平田　結夏

齋藤　雅大 齋藤　麻由美 進藤　翔平 山下　知穂
市丸　修平 石原　優美 市丸　修平 山岸　麻生
山田　悠起 岩谷　果歩 清水 一行 前田 彩花
松川　直弘 長澤　明佳里 加藤一音 堀内 亜紀子

丸尾　亮太郎 高橋　知佳 宮下 英之 渡辺 涼子
甲谷　光 加藤　祐美 篠岡 伸明 濱道 明日香

栗俣　知弥 深澤　麻由美 岸 裕一 岩切 美那
一之瀬　力瑠 福嶋　千紗 寺西 頼太 大嶋 愛美
田中　雅樹 齋藤　美紀 舟木 康司 高橋 百恵
渡邉　悠斗 城所　恵美 西村 有貴 坂本 唯香
平川　大貴 守屋　美紅 潮田 恭平 山田 早紀
吉澤　慎哉 大北　侑奈 小宮 慎吾 関 真純
市川　海 豊本　梨奈 山梨 平田　悠 平田　陽子

伊東　雅俊 脇田　渉夢
古屋　樹 内田　有香
輿石　悠 丸茂　詩歩
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都県名 都県名
福岡　輝 日下部　友哉 井上　莉沙 平山　佑香

島田　優樹 倉持　祐希 菅野　友 七谷　真穂
林　翔太 木村　亮介 飯村　梨衣子 友水　陽香

岡田　幸樹 佐久間　亮輔 渡辺　真名 小野　日向子
中里　好貴 谷澤　巧也 林　　理菜 中根　美来
上野　貴弘 早乙女　拓也 大久保　愛美 関町　公美子
鈴木　　諄 渡邉　伸直 谷澤　美咲 日野　真希
寺田　真也 村井　翔 海老原　詩織 大関　令奈
宮　雄大 藤沢　悠 茂木　美穂 （岡田　奏世）

溝口　祐太 高田　晃 野呂　恵夢 町田　雪乃
久保田　昇吾 小高　一純 茂野　みゆき 金谷　麻衣
井田　達也 遠藤　健斗 木村　佳乃子 遠田　有寿香
玉手　勝輝 中田　政秀 川島　里羅 尾﨑　沙織
小川　桂汰 森岡　秀斗 清水　望 高畑　祐紀子
高橋　康平 岳野　大知 上村　琴音 重松　花苗
西方　優馬 下川　大樹 高瀬妃奈子 粂谷　百香
市川　和洋 緒方　友哉 小山聖玲菜 田口　　恵
小野寺雅之 岡村　洋輝 上杉　夏美 川島　美南
酒井　健登 渡邉　航貴 鹿野　瑞季 飯田　美加

小野寺　泰雅 水村　秀人 古閑　鈴香 西村　ゆり香
瀬川　大輝 杉田　優希 金井　亜優実 小野　日呂花
大木　隆 青木　達也 須崎　冴理 蓮見　麻里乃
平戸　充 宮本　大地 柳　綾乃 佐藤　由泉

高橋　且磨 井上　裕也 （早田　紗希） 阿萬　絵里香
川嶋　太郎 藤崎　草多 青木　優子 木村　瞳
古橋　俊彦 弦巻　貴之 海野　桃伽 石橋　美咲子
森　公平 山﨑　慎也 戸田　里和 鈴木　美希子
上村　賢 森川　真諭 須安　絵未 高野　美咲

久保田　雄貴 細谷　昂良 片桐　悠夏 桶田　彩乃
石川　佳樹 小池　直樹 有川　友理奈 小沼　みなみ
三上　紘由 下川　裕一 荒木　萌恵 坂井　朱里
小榑　正樹 市野　貴康 櫻本　絢子 板垣　有紀
井上　知也 池亀　哲哉 早田　紗希 （阿萬　絵里香）
細野　泰弘 井手　和宏 木村　百花 星　千智
輿石　涼 平津　佳幸 （茂木　美穂） 岡田　奏世

中村　圭輔 横島　将幸 柳井　友里 斎藤　えりか
武井　雄祐 斎藤　謙太 神　ゆかり 市野　知佳
進藤　翔平 山田　悠起 秋元　直美 関根　由美花
市丸　修平 宮崎　滉太 仲井　由希乃 岩谷　果歩
岩元　ミライ 喜屋武　裕介 上村　苑子 岩岡　真由美
大嶋　一彰 海野　祐樹 明田　由佳 小見山　咲枝
三橋　智希 塚本　好喜 石原　優美 谷澤　安衣
山﨑　裕太 山村　駿介 山下　知穂 平田　結夏
寺西　頼太 平川　大貴 渡辺　涼子 前田　彩花
潮田　恭平 清水　一行 濱道　明日香 川原　あず沙
篠岡　伸明 宮下　英之 物井　あゆみ 中津　位江
白垣　賢一 原　賢男 高橋　百恵 岩切　美那

一之瀬　力瑠 渡邉　悠斗 城所　恵美 豊本　梨奈
山本　翔太 西村　有貴 守屋　美紅 井出　綾芽
熊倉　佑 初田　翔平 只木　美羽 長澤　明佳里
輿石　悠 古屋　樹 脇田　渉夢 中込　瑞希

太田　蒼人 佐野　大輔 田草川　里沙 内田　有香
清水　隆大 丸山　涼 瀬下　瑠花 福村　悠夏
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群馬
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東京
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