
【４ＢＳ】

No ランク 参加者 所属 ふりがな

1 推 篠原 緑 志木ジュニア[埼玉県] しのはら　ろく

2 1 冨原 魁斗 Ｇｌａｎｚ．０７[南北海道] とみはら　かいと

3 2 佐藤 楓馬 プログレス[北北海道] さとう　ふうま

4 3 上木 湊都 稚内ラヴオール[北北海道] うえき　みなと

5 1 祢津 蒼太 燕沢ジュニア[宮城県] ねつ　そうた

6 2 片野 義康 連坊ジュニア[宮城県] かたの　よしやす

7 3 菅原 陸翔 なんばどクラブ[山形県] すがわらりくと

8 1 伊藤 碧泉 いわきジュニア[福島県] いとう　あおい

9 2 矢内 太樹 いわきジュニア[福島県] やない　たいき

10 3 遠藤 想空 Ｇ－ｅｇｇ[福島県] えんどう　そら

11 1 田沢 太一 所沢ジュニア[埼玉県] たざわ　たいち

12 2 馬詰 瑛翔 志木ジュニア[埼玉県] まづめ　あきと

13 3 鈴木 大翔 ＮＰ神奈川[神奈川県] すずき　ひろと

14 4 大束 龍歳 青葉ジュニアＢＣ[神奈川県] おおつか　りゅうせい

15 1 井村 蓮次 富山和合[富山県] いむら　れんじ

16 2 野村 証 栃尾ジュニア[新潟県] のむら　あかし

17 3 本間 紬樹 ハッピーＢＣ[新潟県] ほんま　つむぎ

18 4 本村 健悟 ＴＩＪ石川[石川県] もとむら　けんご

19 1 杉本 翔 垂井ＪＳＣ[岐阜県] すぎもと　しょう

20 2 玉城 春真 西尾ジュニア[愛知県] たまき　はるま

21 3 角倉 蓮太 西尾ジュニア[愛知県] すみくら　れんた

22 1 向 唯斗 ＦＡＮＡＴＩＣ[滋賀県] むこう　ゆいと

23 2 加藤 和 京都ジュニア[京都府] かとう　やまと

24 3 吉川 蓮音 Ｉｎｎｏｃｅｎｔ[兵庫県] よしかわ　れおん

25 1 大城 大獅 久松台[広島県] おおぎ　たいし

26 2 小澤 好誠 高陽ジュニア[広島県] おざわ　こうせい

27 3 花本 雷軌 産体ジュニア[鳥取県] はなもと　らいき

28 1 大野 駆琉 久万アトムズ[愛媛県] おおの　かける

29 2 舛田 武琉 藍住エンジェル[徳島県] ますだ　たける

30 3 大中 悠輔 中萩ＪＢＣ[愛媛県] おおなか　ゆうすけ

31 1 串間 太政 ＵＮＡＩＤ宮崎[宮崎県] くしま　たいせい

32 2 田畑 旬 足立クラブ[福岡県] たばた　しゅん

33 3 髙畠 央侑 ＷＩＮＮＥＲ[熊本県] たかはた　おうすけ

34 4 外間 陽翔 恩納シャトル[沖縄県] ほかま　はると



【４ＧＳ】

No ランク 参加者 所属 ふりがな

1 1 東谷 悠吹 忠和クラブ[北北海道] あずまや　ゆぶき

2 2 貝谷 怜莉 北栄ＪＢＣ[北北海道] かいや　れいり

3 3 首藤 有結 プログレス[北北海道] しゅどう　あゆ

4 1 神林 美彩 古川ジュニア[宮城県] かんばやし　みさ

5 2 主藤 愛結 塩竈ジュニア[宮城県] しゅとう　あゆ

6 3 工藤 遥 ｍｏｎｋｅｙ[岩手県] くどう　はる

7 1 鈴木 榎心 ＧＰＷジュニア[福島県] すずき　かこ

8 2 矢吹 旬々 ＧＰＷジュニア[福島県] やぶき　じゅじゅ

9 3 猪狩 玲那 ミレニアムＪｒ[福島県] いがり　れな

10 1 曽根 紬 ＮＰ神奈川[神奈川県] そね　つむぎ

11 2 冨田 千晴 桜川Ｊｒ．[茨城県] とみた　ちはる

12 3 後藤 那月 ベイヒッターズ[千葉県] ごとう　なつき

13 4 水尻 茉那 サザンウイングス[東京都] みずしり　まな

14 1 林 陽々 Ｗｉｎｇ武生[福井県] はやし　びび

15 2 成澤 日彩 はちみつＪｒ[新潟県] なりさわ　ひいろ

16 3 牧野 永愛 Ｔ．ＬＩＴＴＬＥ[福井県] まきの　なな

17 4 尾田 菜乃遥 国府ジュニア[石川県] びた　なのは

18 1 髙木 洵奈 垂井ＪＳＣ[岐阜県] たかぎ　じゅんな

19 2 佐々木 きい Ｔ－Ｊｕｍｐ[愛知県] ささき　きい

20 3 五十右 帆香 広幡バドキッズ[静岡県] いみぎ　ほのか

21 1 池内 美音 西神ジュニア[兵庫県] いけうち　みお

22 2 山崎 莉立 南郷キューピット[大阪府] やまざき　りはる

23 3 伊田 天音 長岡京市スポ少[京都府] いだ　あまね

24 1 松尾 美沙 ＰＥＡＣＥ[岡山県] まつお　みさ

25 2 古田 夏美 下松ジュニア[山口県] ふるた　なつみ

26 3 山下 あいこ 美鈴が丘ＪＢＣ[広島県] やました　あいこ

27 1 松本 楓音 朝倉ワークＪｒ．[高知県] まつもと　かのん

28 2 大川 未桜 久万アトムズ[愛媛県] おおかわ　みお

29 3 田阪 心果 フューチャー[香川県] たさか　ここみ

30 1 大場 心晴 ＪＢＣ久留米[福岡県] おおば　こはる

31 2 阿波 柚子菜 岡垣ジュニア[福岡県] あなみ　ゆずな

32 3 髙比良 紫 チャンピオン[長崎県] たかひら　ゆかり

33 4 神崎 心優 東大分ＪＢＣ[大分県] かんざき　みう



【５ＢＳ】

No ランク 参加者 所属 ふりがな

1 推 篠原 康輔 中萩ＪＢＣ[愛媛県] しのはら　こうすけ

2 1 松下 一誠 ＳｐａｒｋｙＪｒ[北北海道] まつした　いっせい

3 2 髙橋 勇弥 聚富ジュニア[南北海道] たかはし　ゆうや

4 3 大坂 春道 北栄ＪＢＣ[北北海道] おおさか　はるみち

5 1 中野 謙志 米沢南部ＪＢＣ[山形県] なかの　けんし

6 2 髙橋 大陽 北上ジュニア[岩手県] たかはし　はるひ

7 3 奥山 陽翔 大曲スピリッツ[秋田県] おくやま　はると

8 1 大宮 冬真 相馬ジュニア[福島県] おおみや　とうま

9 2 関根 岳斗 ＧＰＷジュニア[福島県] せきね　がくと

10 3 小林 蒼依 会津ジュニア[福島県] こばやし　あおい

11 1 有江 桜空 川越ジュニア[埼玉県] ありえ　おうすけ

12 2 中川 翔護 町田ジュニア[東京都] なかがわ　しょうご

13 3 高橋 元太 鳩ヶ谷ウイングス[埼玉県] たかはし　げんた

14 4 押久保 太智 宇都宮中央Ｊｒ[栃木県] おしくぼ　だいち

15 1 西村 采人 松任ジュニア[石川県] にしむら　あやと

16 2 安田 翔 富山和合[富山県] やすだ　しょう

17 3 青木 一馬 南木曽ジュニア[長野県] あおき　かずま

18 4 中村 心駿 ＢＣすどう塾[長野県] なかむら　あいと

19 1 内山 渉夢 明生Ｊｒ[三重県] うちやま　あゆむ

20 2 清水 碧 岡崎ジュニアＢＣ[愛知県] しみず　あお

21 3 伊藤 優斗 石ヶ瀬[愛知県] いとう　まさと

22 1 中塚 大翔 Ｐａｎａ－Ｊ[滋賀県] なかつか　ひろと

23 2 伊藤 大祐 ＦＡＮＡＴＩＣ[滋賀県] いとう　だいすけ

24 3 中神 怜士 吹田コンドル[大阪府] なかがみ　れんじ

25 1 小川 真輝 美鈴が丘ＪＢＣ[広島県] おがわ　まさき

26 2 安宅 瑛人 永井クラブ[岡山県] あたか　えいと

27 3 中井 邑空 産体ジュニア[鳥取県] なかい　むく

28 1 田坂 颯汰 神郷ＪＢＣ[愛媛県] たさか　そうた

29 2 西本 光馬 余土カブス[愛媛県] にしもと　てるま

30 3 齋藤 達輝 木太南[香川県] さいとう　たつき

31 1 和田森 翔心 ひびきジュニア[福岡県] わだもり　しおん

32 2 中田 健琉 佐賀サンライズ[佐賀県] なかた　たける

33 3 黒木 響斗 都城スマッシュ[宮崎県] くろぎ　おと

34 4 石原 達希 川内ジュニア[鹿児島県] いしはら　たつき



【５ＧＳ】

No ランク 参加者 所属 ふりがな

1 推 板橋 ゆい ＳＪＣ[宮城県] いたばし　ゆい

2 推 田沢 めいな 所沢ジュニア[埼玉県] たざわ　めいな

3 1 杉野 芙夏 北栄ＪＢＣ[北北海道] すぎの　ふみか

4 2 吉田 奈未 北栄ＪＢＣ[北北海道] よしだ　なみ

5 3 斎野 美結佳 Ｌａｃｋｅｒ[南北海道] さいの　みゆか

6 1 畠山 来夢 ハイタッチＪＢＣ[岩手県] はたけやま　らむ

7 2 根立 妃菜妙 連坊ジュニア[宮城県] ねだち　ひなた

8 3 鈴木 彩空 大曲スピリッツ[秋田県] すずき　さく

9 1 安藤 心那 いわきジュニア[福島県] あんどう　ここな

10 2 阿部 心虹 Ｇ－ｅｇｇ[福島県] あべ　ここ

11 3 菅野 愛莉 東和キッズ[福島県] かんの　あいり

12 1 平田 葵 渋谷ジュニア[東京都] ひらた　あおい

13 2 藤原 ほのか 所沢ジュニア[埼玉県] ふじはら　ほのか

14 3 神尾 明希 青梅ジュニア[東京都] かみお　あき

15 4 大平 美緒 宇都宮中央Ｊｒ[栃木県] おおひら　みお

16 1 永森 百々花 富山南ジュニア[富山県] ながもり　ももか

17 2 盛田 彩心 中島ジュニア[石川県] もりた　あこ

18 3 篠原 美結 浅間フルフォース[長野県] しのはら　みゆ

19 4 稲葉 愛莉 つばさＪＢＣ[新潟県] いなば　あいり

20 1 樫尾 雫玖 大里東ジュニア[愛知県] かしお　しずく

21 2 河村 珠莉奈 びわじまＢＣ[愛知県] かわむら　じゅりな

22 3 高田 万智 石ヶ瀬[愛知県] たかだ　まち

23 1 鈴木 梨央 里きっず[滋賀県] すずき　りお

24 2 増田 夏 ＳＪＢＣ[兵庫県] ますだ　なつ

25 3 東村 江莉 ＦＡＮＡＴＩＣ[滋賀県] ひがしむら　えり

26 1 沖本 愛音 美鈴が丘ＪＢＣ[広島県] おきもと　あのん

27 2 山本 茉奈 星野ＢＪＳ[島根県] やまもとまな

28 3 安達 華 あかねジュニア[広島県] あだち　はな

29 1 物部 幸 古高松[香川県] ものべ　さち

30 2 久保 夏彩 たまひよじゅにあ[高知県] くぼ　ひいろ

31 3 水野 璃美 チームユニオン[愛媛県] みずの　りよ

32 1 髙植 あやか 八代ジュニア[熊本県] たかうえ　あやか

33 2 福田 椎奈 岡垣ジュニア[福岡県] ふくだ　しいな

34 3 村岡 由佳 坂元少年団[鹿児島県] むらおか　ゆりか

35 4 吉川 楓華 Ｐｏｌａｒｉｓ[長崎県] よしかわ　ふうか



【６ＢＳ】

No ランク 参加者 所属 ふりがな

1 推 寺島 拓夢 チームＴＲＹ[宮城県] てらしま　ひろむ

2 推 松本 眞優 ＵＤＣ[栃木県] まつもと　まひろ

3 推 萩原 駿希 鳩ヶ谷ウイングス[埼玉県] はぎわら　しゅんき

4 推 坂脇 憲広 鶴ヶ島[埼玉県] さかわき　のりひろ

5 推 坂口 功 渋谷ジュニア[東京都] さかぐち　こう

6 推 田阪 春馬 フューチャー[香川県] たさか　はるま

7 推 宮原 圭純 ネィバーキッズ[福岡県] みやはら　けいじゅ

8 推 渡辺 暁翔 ひなときクラブ[長崎県] わたなべ　あきと

9 1 田中 大誇 倶知安少年団[南北海道] たなか　ともか

10 2 櫻田 琉晟 森少年団[南北海道] さくらだ　りゅうせい

11 3 川田 陽太 高台少年団[北北海道] かわた　ようた

12 1 梅津 光利 米沢南部ＪＢＣ[山形県] うめつ　ひかり

13 2 林 瑛太 弘前キッズＢＣ[青森県] はやし　えいた

14 3 金田 煌永 奥羽ＪＢＣ[山形県] かねだ　あきと

15 1 大宮 蒼空 相馬ジュニア[福島県] おおみや　そら

16 2 荒井 隆毅 門田ジュニア[福島県] あらい　りゅうき

17 3 椛木 冬磨 裏磐梯ジュニア[福島県] かばき　とうま

18 1 山口 晃央 前橋東[群馬県] やまぐち　あきお

19 2 藤森 海斗 ハルトノ[茨城県] ふじもり　かいと

20 3 横田 絆 Ｐｒｏｇｒｅｓｓ[千葉県] よこた　きずな

21 4 玉木 佑弥 たなしＭＡＸＪｒ[東京都] たまき　ゆうや

22 1 奥 真優 高岡ジュニア[富山県] おく　まひろ

23 2 舛田 遼羽 高岡ジュニア[富山県] ますだ　りょう

24 3 三石 草太 新湊カモンＳＣ[富山県] みついし　そうた

25 4 芦田 潤平 ふらっとジュニア[新潟県] あしだ　じゅんぺい

26 1 山本 櫂利 アドバンス[愛知県] やまもと　かいり

27 2 山本 翔大 たんぽぽＢ．Ｃ[愛知県] やまもと　しょうた

28 3 中村 倫大 各務原ジュニア[岐阜県] なかむら　みちた

29 1 岩﨑 琉義 ＢＥＬＩＥＶＥ[京都府] いわさき　りゅうき

30 2 田中 駿之介 Ｉｎｎｏｃｅｎｔ[兵庫県] たなか　しゅんのすけ

31 3 伊藤 大馳 ＦＡＮＡＴＩＣ[滋賀県] いとう　だいち

32 1 木次 勝俐 おろちクラブ[島根県] こつぎ　とうり

33 2 湯原 悠登 箕蚊屋ジュニア[鳥取県] ゆはら　はると

34 3 河野 楓真 因島ＢＣＪ[広島県] こうの　ふうま

35 1 中川 怜雄 香川スクール[香川県] なかがわ　れお

36 2 大野 愛斗 久万アトムズ[愛媛県] おおの　まなと

37 3 橋村 六駈 たまひよじゅにあ[高知県] はしむら　りく

38 1 仁科 源太 能古ジュニア[福岡県] にしな　げんた

39 2 北島 拓実 多久スポーツピア[佐賀県] きたじま　たくみ

40 3 川野 逞 岩下クラブ[熊本県] かわの　たくま

41 4 森下 遼太郎 Ｔ＆Ｍ[長崎県] もりした　りょうたろう



【６ＧＳ】

No ランク 参加者 所属 ふりがな

1 推 芳賀 凜歩 石巻クラブ[宮城県] はが　りあ

2 推 中沢 莉子 プライドＪｒ[栃木県] なかざわ　りこ

3 推 皆川 恵茉 小平ジュニア[東京都] みながわ　えま

4 推 長谷川 翼咲 広幡バドキッズ[静岡県] はせがわ　つばさ

5 推 古舘 美空 横須賀Ｊｒ．[愛知県] ふるたち　みそら

6 推 小林 佳依 佐用ＢＪＣ[兵庫県] こばやし　かえ

7 推 阿波 芽衣咲 岡垣ジュニア[福岡県] あなみ　めいさ

8 推 原口 倖歩 鹿児島飛翔[鹿児島県] はらぐち　ゆきほ

9 1 阿部 未紀 滝川中央ジュニア[北北海道] あべ　みのり

10 2 豊嶋 彩衣心 近文第二少年団[北北海道] とよしま　あいみ

11 3 木下 晴楽 ノーススター釧路[北北海道] きのした　せいら

12 1 上野 優寿 立川バドスポ少[山形県] うえの　ゆず

13 2 奈良岡 美羽 浪岡ジュニア[青森県] ならおか　みう

14 3 山崎 柚由 連坊ジュニア[宮城県] やまざき　ゆゆ

15 1 佐藤 心彩 ＧＰＷジュニア[福島県] さとう　こころ

16 2 若杉 梨央奈 会津ジュニア[福島県] わかすぎ　りおな

17 3 久保木 莉子 いわきジュニア[福島県] くぼき　りこ

18 1 伴野 碧唯 ＮＯＣＫＳ[東京都] ばんの　あおい

19 2 森田 七海 青梅ジュニア[東京都] もりた　ななみ

20 3 佐藤 帆志乃 宝木塚ジュニア[東京都] さとう　ほしの

21 4 星野 結衣 ＮＰ神奈川[神奈川県] ほしの　ゆい

22 1 安村 紗来 高岡ジュニア[富山県] やすむら　さら

23 2 谷 心結 富山和合[富山県] たに　みゆう

24 3 実原 凜奈 塩尻野村ＪｒＢＣ[長野県] じつはら　りんな

25 4 木村 愛美 ＢＢ犀星ｊｒ[石川県] きむら　あいみ

26 1 鎌田 虹花 美翔団ジュニア[三重県] かまだ　にじか

27 2 井上 梨海 大里東ジュニア[愛知県] いのうえ　りみ

28 3 𠮷永 梨乃 めだか豊橋[愛知県] よしなが　りの

29 1 相磯 慧 瓜破西ＳＳＣ[大阪府] あいそ　けい

30 2 小川 陽向 スマイルジュニア[大阪府] おがわ　ひなた

31 3 加納 早柚美 唐崎ジュニア[滋賀県] かのう　さゆみ

32 1 渡邉 柚乃 ＰＥＡＣＥ[岡山県] わたなべ　ゆずの

33 2 羽山 心陽 下松ジュニア[山口県] はやま　こはる

34 3 清板 侑里奈 児島ＫＩＤＳ－虹[岡山県] せいた　ゆりな

35 1 西山 心音 木太南[香川県] にしやま　ここね

36 2 芝 結衣 宇和ＪＢＣ[愛媛県] しば　ゆい

37 3 石原 芽依 鬼無[香川県] いしはら　めい

38 1 松戸 海 鹿児島飛翔[鹿児島県] まつど　うみ

39 2 山下 空輝 ＪＢＣ小倉[福岡県] やました　そら

40 3 城村 沙都 ＵＮＡＩＤ宮崎[宮崎県] じょうむら　さと

41 4 原田 こはく ＳＪひた[大分県] はらだ　こはく



【４ＢＤ】

No ランク 所属

1 1 相馬 瑠生 相馬 獅生 高台少年団[北北海道] そうま　るい そうま　れお

2 2 菅 優斗 斎藤 綸太 聚富ジュニア[南北海道] かん　ゆうと さいとう　かんた

3 3 松田 健翔 吉田 澪禾 北栄ＪＢＣ[北北海道] まつだ　けんと よしだ　れいか

4 1 小松 翔 梅津 莉音 立川バドスポ少[山形県] こまつ　つばさ うめつ　りおん

5 2 幅 柊斗 福森 史流 燕沢ジュニア[宮城県] はば　しゅうと ふくもり　しりゅう

6 3 黒木 天晴 黒木 天喜 ｍｏｎｋｅｙ[岩手県] くろき　はれる くろき　たのし

7 1 品田 知希 永橋 魁人 ＧＰＷジュニア[福島県] しなだ　ともき ながはし　かいと

8 2 小林 葵 佐藤 一逞 会津ジュニア[福島県] こばやし　あおい さとう　いってい

9 3 高柳 礼 菊地 晄生 白河ひがし[福島県] たかやなぎ　れい きくち　こうせい

10 1 内藤 遥希 稲川 達士 川越ジュニア[埼玉県] ないとう　はるき いながわ　たつし

11 2 関口 蓮 野口 優 小平ジュニア[東京都] せきぐち　れん のぐち　ゆう

12 3 鈴木 道琥 大串 柊惺 吉田バドミントン[茨城県] すずき　とうご おおくし　しゅうせい

13 4 谷屋 慧華 志賀 樹 志木ジュニア[埼玉県] たにや　けいか しが　いつき

14 1 黒田 悠人 中島 悠成 ＪＢＣふちゅう[富山県] くろだ　ゆうと なかじま　ゆうせい

15 2 小杉 洸人 石田 大智 富山南ジュニア[富山県] こすぎ　ひろと いしだ　たいち

16 3 亀井 絆平 小林 市勢 中野島ＪＢＣ[新潟県] かめい　きっぺい こばやし　いちせ

17 4 長谷川 英寿 落合 真聖 五泉バンビーノ[新潟県] はせがわ　ひでとし おちあい　まなと

18 1 青山 大都 米谷 蕾人 はりーあっぷ[愛知県] あおやま　だいと よねや　らいと

19 2 甲林 哩直 野田 千瑛 大垣市ＢＳＳ[岐阜県] こうばやし　りお のだ　ちあき

20 3 小野 春陽 大松谷 勇成 Ｔ－Ｊｕｍｐ[愛知県] おの　はるひ おおまつだに　ゆうせい

21 1 井口 蓮 田中 大智 橿原ジュニア[奈良県] いぐち　れん たなか　だいち

22 2 秋庭 真尋 栗田 遥翔 加古川ＪＢＣ[兵庫県] あきば　まひろ くりた　はると

23 3 峯岡 煌 山崎 稜英 橿原ジュニア[奈良県] みねおか　あきら やまざき　りょうえい

24 1 高橋 伸 秋久 侑貴 西郷ジュニア[鳥取県] たかはし　しん あきひさ　ゆうき

25 2 佐藤 来樹 浅原 崇貴 永井クラブ[岡山県] さとう　らいき あさはら　そうき

26 3 守谷 郁杜 稲田 壮馬 ＰＥＡＣＥ[岡山県] もりや　いくと いなだ　そうま

27 1 田中 悠琉 土居 琉聖 香川スクール[香川県] たなか　はる どい　りゅうせい

28 2 松木 絢翔 竹林 壮 大生院ＪＢＣ[愛媛県] まつぎ　あやと たけばやし　そう

29 3 柴田 結人 伊藤 光嬉 チームユニオン[愛媛県] しばた　ゆうと いとう　みつき

30 1 益満 輝月 堂園 親正 鹿児島ジュニア[鹿児島県] ますみつ　らいき どうぞの　ちかまさ

31 2 山下 史恩 山下 純弥 ネィバーキッズ[福岡県] やました　しおん やました　じゅんや

32 3 岡崎 奨 栁 知宏 岡垣ジュニア[福岡県] おかざき　たすく やなぎ　ちひろ

33 4 東 未来翔 中村 太陽 おぐにジュニア[熊本県] ひがし　みきと なかむら　たいよう

参加者 ふりがな



【４ＧＤ】

No ランク 所属

1 1 福井 美月 福井 美桜 北栄ＪＢＣ[北北海道] ふくい　みづき ふくい　みおう

2 2 太田 明李 田川 さおり 旭川陵雲少年団[北北海道] おおた　めいり たがわ　さおり

3 3 清水 瑠莉 東后 紬 ユニコーン[北北海道] しみず　るり とうご　つむぎ

4 1 須田 響香 佐藤 碧海 塩竈ジュニア[宮城県] すだ　きょうか さとう　あおい

5 2 山路 璃乃 大﨑 夢花 燕沢ジュニア[宮城県] やまじ　りの おおさき　ゆめか

6 3 遠藤 亜純 神林 咲愛 古川ジュニア[宮城県] えんどう　あすみ かんばやし　さくら

7 1 加藤 文実 石井 伶佳 福島スマッシュ[福島県] かとう　ふみ いしい　れいか

8 2 門馬 ななみ 安藤 七羽 いわきジュニア[福島県] もんま　ななみ あんどう　ななは

9 3 阿部 心咲 吉田 唯 須賀川ジュニア[福島県] あべ　みさき よしだ　ゆい

10 1 烏川 愛加 武石 玲那 東少年[茨城県] うがわ　あいか たけいし　れな

11 2 坂本 寧音 新村 美羽 市川ジュニア[千葉県] さかもと　ねね しんむら　みはね

12 3 吉岡 柚希 松本 陽菜乃 久喜ＡＢＣ[埼玉県] よしおか　ゆずき まつもと　ひなの

13 4 橋本 纏 小玉 悠愛 春日部白翔[埼玉県] はしもと　まとい こだま　ゆあ

14 1 木下 華乃 小松 奏乃 ＴＩＪ長野[長野県] きのした　はの こまつ　かの

15 2 加藤 佑奈 濱谷 桜月 新湊ジュニア[富山県] かとう　ゆな はまたに　さつき

16 3 東 若菜 福田 梨乃 ＪＢＣふちゅう[富山県] あずま　わかな ふくだ　りの

17 4 石塚 理心 柴田 聖梛 堀川南ジュニア[富山県] いしづか　りこ しばた　せな

18 1 柴富 可弥 松井 理紗 めだか豊橋[愛知県] しばとみ　かや まつい　りさ

19 2 加山 咲 村居 璃心 北山東山[愛知県] かやま　さき むらい　りこ

20 3 清水 明 後藤 凜 岡崎ジュニアＢ．Ｃ[愛知県] しみず　めい ごとう　りん

21 1 山名 穂実 加納 柚里果 唐崎ジュニア[滋賀県] やまな　ほのみ かのう　ゆりか

22 2 堀古 有香 原 伊織 アクティブ[兵庫県] ほりこ　ゆか はら　いおり

23 3 高見 芹菜 砂原 和佳 加古川ＪＢＣ[兵庫県] たかみ　せりな すなはら　のどか

24 1 中村 優那 中島 彩乃 ＰＥＡＣＥ[岡山県] なかむら　ゆな なかしま　あやの

25 2 宮本 和瑚乃 湯原 明子 箕蚊屋ジュニア[鳥取県] みやもと　わこの ゆはら　めいこ

26 3 中村 莉心 三浦 えま 下松ジュニア[山口県] なかむら　りこ みうら　えま

27 1 林 菜々子 橋本 茉子 東雲ＢＳＳ[愛媛県] はやし　ななこ はしもと　まこ

28 2 須藤 愛唯 日野 莉晴 ハートＪＢＣ[香川県] すどう　めい ひの　りせ

29 3 田中 佑依 田中 佑奈 角野ＪＢＣ[愛媛県] たなか　ゆい たなか　ゆな

30 1 立石 小夏 河波 あい ＣＯＬＯＲＳ[福岡県] たていし　こなつ かわなみ　あい

31 2 葛島 來愛 中島 稟夏 ひなときクラブ[長崎県] くずしま　くれあ なかしま　うか

32 3 石橋 結陽 伊津野 心春 ドリームベア[熊本県] いしばし　ゆうひ いづの　こはる

33 4 中野 悠里奈 笹原 未羽 ＡＢＣさつま[鹿児島県] なかの　ゆりな ささはら　みう

参加者 ふりがな



【５ＢＤ】

No ランク 所属

1 1 田名田 瑛太 高森 蒼羽 聚富ジュニア[南北海道] たなだ　えいた たかもり　あおば

2 2 澤里 幸也 五十嵐 武 ＳＡＷＡジュニア[南北海道] さわさと　ゆきや いがらし　たける

3 3 湯浅 純真 湯浅 昇真 登別少年団[南北海道] ゆあさ　とうま ゆあさ　しょうま

4 1 後藤 優月 三輪 直汰 八峰ＢＣ[秋田県] ごとう　ゆづき みわ　なおた

5 2 佐藤 煌貴 今泉 陽虹 常盤ジュニア[青森県] さとう　こうき いまいずみ　ひいろ

6 3 久塚 虎桜 宇野 蒼空 みゆきジュニア[青森県] ひさつか　こお うの　そら

7 1 永井 延虎 永井 孝虎 いわきジュニア[福島県] ながい　のぶとら ながい　たかとら

8 2 熊田 光佑 今野 惇己 須賀川ジュニア[福島県] くまだ　こうすけ こんの　あつき

9 3 鈴木 貴翔 加藤 璃一 河東バドスポ少[福島県] すずき　たかと かとう　りいち

10 1 石井 春馬 山口 拓 渋谷ジュニア[東京都] いしい　はるま やまぐち　たく

11 2 殿畑 玲人 岩瀬 剛大 綾瀬ジュニアＢＣ[神奈川県] とのはた　れいと いわせ　こうだい

12 3 伊藤 太陽 菊地 穂高 久喜ＡＢＣ[埼玉県] いとう　たいよう きくち　ほだか

13 4 松岡 夏輝 榎本 和司 蓮田サウス[埼玉県] まつおか　なつき えのもと　かずし

14 1 四柳 佑真 北野 陽彩 ｓｈｉｎｓｈｉｎ[石川県] よつやなぎ　ゆうま きたの　ひいろ

15 2 木下 都吹 仁平 康介 ＴＩＪ長野[長野県] きのした　いぶき にだいら　こうすけ

16 3 川端 航平 村田 颯志 松任ジュニア[石川県] かわばた　こうへい むらた　そうし

17 4 神崎 李空 平野 凌 津幡ジュニア[石川県] かんざき　りく ひらの　りょう

18 1 坂本 羽琉 粂野 駿 ＳＧＵジュニア[愛知県] さかもと　はる くめの　しゅん

19 2 坂野 開俐 石川 剛 はりーあっぷ[愛知県] ばんの　かいり いしかわ　たける

20 3 山内 懐生 山田 世吏 西尾ジュニア[愛知県] やまうち　かいせい やまだ　より

21 1 田村 拓也 吉田 結斗 京都ジュニア[京都府] たむら　たくや よしだ　ゆいと

22 2 恒岡 優多 恒岡 陽多 ポテトチップス[兵庫県] つねおか　ゆうた つねおか　はるた

23 3 阿達 翔之介 井出 真太郎 瓜破西ＳＳＣ[大阪府] あだち　しょうのすけ いで　しんたろう

24 1 加本 逸真 竹田 悠希 おろちクラブ[島根県] かもといっしん たけだゆうき

25 2 下垣 遼 野田山 颯人 因島ＢＣＪ[広島県] しもがき　りょう のだやま　そうと

26 3 上田 奏和 阪本 海斗 西郷ジュニア[鳥取県] うえた　かなと さかもと　かいと

27 1 西 奏祐 行部 有航 富田ジュニア[徳島県] にし　そうすけ ぎょうぶ　ゆく

28 2 門田 虎太朗 冨岡 樹 東雲ＢＳＳ[愛媛県] かどた　こたろう とみおか　いつき

29 3 安藤 優生 詫間 陽斗 綾川スピリッツ[香川県] あんどう　ゆい たくま　はると

30 1 栁 克弥 濱口 虎太郎 岡垣ジュニア[福岡県] やなぎ　かつや はまぐち　こたろう

31 2 高村 智 宇都宮 生真 おぐにジュニア[熊本県] たかむら　さとし うつのみや　いくま

32 3 岩本 琉伽 森田 琉生 七山モンキーズ[佐賀県] いわもと　るか もりた　るき

33 4 福元 琥珀 田上 侑正 川内ジュニア[鹿児島県] ふくもと　こはく たがみ　ゆうせい

参加者 ふりがな



【５ＧＤ】

No ランク 所属

1 1 関野 莉子 川島 愛美 札幌ＢＥＡＮＳ[南北海道] せきの　りこ かわしま　えみ

2 2 中居 胡桃 黒瀬 結菜 港南飛翔ジュニア[南北海道] なかい　くるみ くろせ　ゆな

3 3 森本 怜奈 佐々木 璃礼 石狩ジュニア[南北海道] もりもと　れな ささき　りら

4 1 佐々木 桃子 鈴木 菜々心 北上ジュニア[岩手県] ささき　ももこ すずき　ななみ

5 2 大釜 心蘭 磯野 瑠南 マジッポズＢＣ[青森県] おおかま　みらん いその　るな

6 3 工藤 梨紗 工藤 光桜 大鰐ジュニア[青森県] くどう　りさ くどう　さくら

7 1 弓田 心菜 古川 千紘 会津ジュニア[福島県] ゆみた　みな ふるかわ　ちひろ

8 2 山口 穂華 鈴木 里彩 福島スマッシュ[福島県] やまぐち　ほのか すずき　りさ

9 3 鈴木 一花 本多 萌音 猪苗代ジュニア[福島県] すずき　いちか ほんだ　もね

10 1 福田 咲貴 森﨑 葉名 Ｓｅｌｆｉｓｈ[神奈川県] ふくだ　さき もりさき　はな

11 2 柳下 璃央 長原 里紗 横浜白山スポ少[神奈川県] やなぎした　りお ながはら　りさ

12 3 田沢 しいな 小澤 妃南 所沢ジュニア[埼玉県] たざわ　しいな こざわ　ひな

13 4 伊藤 ひより 土屋 愛莉 伊勢崎ジュニア[群馬県] いとう　ひより つちや　めり

14 1 山口 柚歩 尾田 心遥 国府ジュニア[石川県] やまぐち　ゆずほ びた　ここは

15 2 榮代 絢子 赤井 柚月 美川湊ジュニア[石川県] えいよ　あやこ あかい　ゆづき

16 3 中村 美琴 佐藤 仁南 栃尾ジュニア[新潟県] なかむら　みこと さとう　にな

17 4 水元 徠華 西口 依織 足羽ジュニア[福井県] みずもと　らいか にしぐち　いおり

18 1 黒田 遥香 松浦 愛珠 広幡バドキッズ[静岡県] くろだ　はるか まつうら　あず

19 2 本橋 歩奈 濵見 杏奈 アドバンス[愛知県] もとはし　あゆな はまみ　あんな

20 3 蔡 瑄 中西 菜緒 はりーあっぷ[愛知県] さい　せん なかにし　なお

21 1 近藤 愛未 眞泉 果央 ＢＥＬＩＥＶＥ[京都府] こんどう　あみ まいずみ　かお

22 2 井 優愛 林 奈未 ＳＪＢＣ[兵庫県] い　ゆうあ はやし　なみ

23 3 岩倉 愛莉 福田 咲来 瀬田北スポ少[滋賀県] いわくら　あいり ふくだ　さくら

24 1 岡 桃子 恩田 結来 古賀道場ジュニア[島根県] おかももこ おんだゆら

25 2 関山 華乃 武田 陽彩 東野ＳＢＣ[広島県] せきやま　かの たけだ　ひいろ

26 3 稲田 海月 藤田 美祐 ＰＥＡＣＥ[岡山県] いなだ　みつき ふじた　みゆう

27 1 神野 莉子 高橋 明日純 角野ＪＢＣ[愛媛県] じんの　りこ たかはし　あすみ

28 2 芝 里依咲 竹林 愛乃 大生院ＪＢＣ[愛媛県] しば　りいさ たけばやし　あいの

29 3 堤 杏 井内 佑美 助任ジュニア[徳島県] つつみ　あん いうち　ゆみ

30 1 益満 小蘭 水原 七菜 海老津ジュニア[福岡県] ますみつ　こらん みずはら　なな

31 2 川野 愛奈 今長谷 美空 岡垣ジュニア[福岡県] かわの　あんな いまはせ　みく

32 3 宮﨑 弥生 菊田 詩織 ＷＩＮＮＥＲ[熊本県] みやざき　やよい きくた　しおり

33 4 奥野 莉央 米良 茉南 ＵＮＡＩＤ宮崎[宮崎県] おくの　りお めら　まなみ

参加者 ふりがな



【６ＢＤ】

No ランク 所属

1 1 坂東 泰地 髙畠 柊斗 愛宕東少年団[北北海道] ばんどう　たいち たかばたけ　しゅうと

2 2 遠藤 大史 塩澤 怜王 港南飛翔ジュニア[南北海道] えんどう　たいし しおざわ　れお

3 3 仁科 央雅 谷 大夢 Ｆｌａｐ十勝[北北海道] にしな　おうが たに　ひろむ

4 1 北山 悠真 佐藤 由規 みゆきジュニア[青森県] きたやま　ゆうま さとう　よしき

5 2 加藤 竣太 相馬 泰智 弘前キッズＢＣ[青森県] かとう　しゅんた そうま　たいち

6 3 剱持 光陽 佐藤 多希 大山バドスポ少[山形県] けんもち　ひなた さとう　たき

7 1 門馬 竜ノ介 鈴木 暖也 いわきジュニア[福島県] もんま　りゅうのすけ すずき　はるや

8 2 佐々木 一慧 江井 誠史朗 ＧＰＷジュニア[福島県] ささき　いっけい えねい　せいしろう

9 3 佐藤 大悟 椛木 湖音 裏磐梯ジュニア[福島県] さとう　だいご かばき　れのん

10 1 美濃 龍斗 坂本 結翔 市川ジュニア[千葉県] みの　りゅうと さかもと　ゆいと

11 2 大塚 海飛 森田 倫晟 川越ジュニア[埼玉県] おおつか　かいと もりた　りんせい

12 3 塩谷 朱雀 武森 陽向 小平ジュニア[東京都] しおたに　すざく たけもり　ひなた

13 4 檜山 誠太 雫 優心 宇都宮中央Ｊｒ[栃木県] ひやま　せいた しずく　ゆうご

14 1 木谷 翔太 舟渡 啓斗 美川湊ジュニア[石川県] きだに　しょうた ふなわたし　けいと

15 2 矢部 童夢 川崎 慶人 ふらっとジュニア[新潟県] やべ　どうむ かわさき　けいと

16 3 前田 陽多 高橋 和貴 大野ジュニア[福井県] まえだ　ようた たかはし　かずき

17 4 大橋 皇希 飯野 泰輔 直江津ＪＢＣ[新潟県] おおはし　こうき いいの　たいすけ

18 1 石川 隼 池田 純一朗 はりーあっぷ[愛知県] いしかわ　はやと いけだ　じゅんいちろう

19 2 仁枝 琥多郎 彦田 煌 西尾ジュニア[愛知県] にえだ　こたろう ひこた　きらり

20 3 小立 晃成 片山 結太 ドラゴンフライ[愛知県] こだち　こうせい かたやま　ゆうた

21 1 山下 太雅 山下 將太朗 京都ジュニア[京都府] やました　たいが やました　しょうたろう

22 2 浅野 海斗 武田 真 橿原ジュニア[奈良県] あさの　かいと たけだ　しん

23 3 中川 陵冴 藤原 逸生 Ｉｎｎｏｃｅｎｔ[兵庫県] なかがわ　りょうが ふじわら　いつき

24 1 佐藤 楓真 中村 圭吾 永井クラブ[岡山県] さとう　ふうま なかむら　けいご

25 2 瀬尾 隆文 大平 昊輝 久松台[広島県] せお　たかふみ おおひら　こうき

26 3 中村 拓真 渡辺 善己 ＰＥＡＣＥ[岡山県] なかむら　たくま わたなべ　よしき

27 1 中島 暖人 南 敦斗 中央[香川県] なかじま　はると みなみ　あつと

28 2 髙橋 遼眞 髙橋 大雅 チームユニオン[愛媛県] たかはし　はるま たかはし　たいが

29 3 川内 俊輝 吉川 優世 内町ジュニア[徳島県] かわうち　としき よしかわ　ゆうせい

30 1 春木 俊平 牧野 隆希 岡垣ジュニア[福岡県] はるき　しゅんぺい まきの　りゅうき

31 2 鳩宿 瞬 鳩宿 遼 鹿児島ジュニア[鹿児島県] はとや　しゅん はとや　りょう

32 3 小野原 瑛音 松田 陽 藤田研究所[宮崎県] おのはら　えいと まつだ　よう

33 4 山下 響生 松岡 大輝 海老津ジュニア[福岡県] やました　ひびき まつおか　だいき

参加者 ふりがな



【６ＧＤ】

No ランク 所属

1 1 江刺 百暖 佐藤 圭 東光小少年団[北北海道] えさし　ももの さとう　けい

2 2 堀籠 りりい 村上 志穏 東栄少年団[北北海道] ほりごめ　りりい むらかみ　しおん

3 3 岡田 萌愛 渋谷 侑愛 帯広栄少年団[北北海道] おかだ　もな しぶや　ゆめ

4 1 佐藤 もも音 渡部 友里乃 横倉ジュニア[宮城県] さとう　ももね わたなべ　ゆりの

5 2 今野 琴葉 鈴木 希々愛 ＢＰＣ仙台[宮城県] こんの　ことは すずき　ののあ

6 3 大友 未桜 田中 泉 塩竈ジュニア[宮城県] おおとも　みお たなか　いずみ

7 1 小黒 咲良 長谷川 美羽 ＧＰＷジュニア[福島県] おぐろ　さくら はせがわ　みう

8 2 高橋 芽依 武藤 彩夏莉 福島スマッシュ[福島県] たかはし　めい むとう　あかり

9 3 市川 鈴菜 菊地 咲羽 白河ひがしＪｒ[福島県] いちかわ　れいな きくち　さわ

10 1 薗田 優奈 渡邉 杏梨 青梅ジュニア[東京都] そのだ　ゆうな わたなべ　あんり

11 2 吉野 羽都希 梅澤 唯花 練馬アドバンス[東京都] よしの　はづき うめざわ　ゆいか

12 3 青山 ひかり 髙玉 幸佳 ハルトノ[茨城県] あおやま　ひかり たかたま　ゆきか

13 4 高橋 結衣 光永 理央菜 町田ジュニア[東京都] たかはし　ゆい みつなが　りおな

14 1 髙地 凜愛 大嶋 彩知那 足羽ジュニア[福井県] たかち　りのん おおしま　いちな

15 2 岡田 実空 冨田 英 ｓｈｉｎｓｈｉｎ[石川県] おかだ　みそら とみた　はな

16 3 本間 莉緒 岩本 花 小野Ｊｒ．[新潟県] ほんま　りお いわもと　はな

17 4 横山 奈美 柴田 怜依 堀川南ジュニア[富山県] よこやま　なみ しばた　れい

18 1 福西 陽奈乃 谷田 楓華 小俣スポ少[三重県] ふくにし　ひなの たにだ　ふうか

19 2 二反田 稟花 松久保 ひかり ＮＯＣＫ[愛知県] にたんだ　りんか まつくぼ　ひかり

20 3 松井 美葉音 宮本 紗季 Ｔ－Ｊｕｍｐ[愛知県] まつい　みはね みやもと　さき

21 1 中島 彩寧 大歳 真乃奏 加古川ＪＢＣ[兵庫県] なかしま　あかね おおとし　まのか

22 2 射庭 紀乃 岩井 葵晴 長岡京市スポ少[京都府] いば　ことの いわい　あおば

23 3 中川 莉杏 宅原 明里 スマッシュ　ラン[兵庫県] なかがわ　りあん たくはら　あかり

24 1 岡田 和奏 川上 紗矢 おろちクラブ[島根県] おかだわかな かわかみさや

25 2 古田 紗也 内山 蘭 下松ジュニア[山口県] ふるた　さや うちやま　らん

26 3 所 優空 丹原 菜々美 ＰＥＡＣＥ[岡山県] ところ　ゆあ たんばら　ななみ

27 1 笠井 聖來 藤本 香穂 志度[香川県] かさい　きよら ふじもと　かほ

28 2 菅 星凛 和泉 優花 ＧＬＡＮＺ　ＢＣ[愛媛県] かん　あかり いずみ　ゆうか

29 3 安倍 萌愛 澤地 優奈 白鳥[香川県] あべ　もあ さわじ　ゆな

30 1 横路 昊和 馬場 結渚 川内ジュニア[鹿児島県] よこじ　ひより ばば　ゆいな

31 2 水田 杏那 梶原 花南 ＣＯＬＯＲＳ[福岡県] みずた　あんな かじわら　はな

32 3 野元 あい 白田 絢音 大明丘少年団[鹿児島県] のもと　あい しらた　あやね

33 4 甲斐 未羽 小野 愛月 藤田研究所[宮崎県] かい　みはね おの　あづき

ふりがな参加者


