
ゼッケン番号 氏名 支部 ゼッケン番号 氏名 支部

JB1 緑間　胡波 沖縄 JB41 内間　朱音 沖縄

JB2 相原　真菜美 沖縄 JB42 沖山　実菜帆 四国

JB3 松岡　花音 四国 JB43 香田　きらら 沖縄

JB4 山口　寧彩 北陸 JB44 上野　愛佳 東京

JB5 渡辺　釈来 東北 JB45 廣瀬　花恋 四国

JB6 鈴木　麻里愛 東京 JB46 馬場　瑞 北海道

JB7 前田　優萌 四国 JB47 根本　彩 東京

JB8 太田　ひなの 東京 JB48 金城　帆香 東京

JB9 濱田　桜羽 東京 JB49 藤倉　みゆ 東北

JB10 新田　桜子 北陸 JB50 村上　さくら 四国

JB11 坪内　麗 東京 JB51 篠﨑　莉沙 東京

JB12 若林　桃子 中部 JB52 馬場　優梨 東京

JB13 井迫　舞乃 関西 JB53 岩下　柚香 山陰

JB14 小林　楓 沖縄 JB54 佐藤　流音 北海道

JB15 高島　里菜 関東 JB55 森山　優華 沖縄

JB16 土岐　杏 関東 JB56 玉城　太陽 沖縄

JB17 坂本　夢 東京 JB57 豊元　莉音 沖縄

JB18 石川　心暖 沖縄 JB58 吉田　実祝 東北

JB19 龍田　ゆにこ 東京 JB59 石川　小桜 沖縄

JB20 石倉　麻鈴 山陰 JB60 野﨑　星冶 四国

JB21 府川　萌南 関東 JB61 松岡　海人 四国

JB22 中尾　心美 沖縄 JB62 林　光成 四国

JB23 寿栄松　信 関西 JB63 森脇　秀行 中国

JB24 安達　仁胡 東京 JB64 網干　慎太郎 関西

JB25 佐藤　彩乃 関東 JB65 加藤　航世 東京

JB26 小林　らむ 四国

JB27 浅利　美月 東京

JB28 新山　希琳 東京

JB29 佐藤　芽実 東京

JB30 山本　一葉 四国

JB31 寺嶋　明澄香 北陸

JB32 上原　美来紗 沖縄

JB33 仲西　のの 沖縄

JB34 勝原　佳音 北陸

JB35 新垣　樺乃 沖縄

JB36 本谷　光里 東京

JB37 降矢　南 東京

JB38 安山　麗花 東京

JB39 加地　夏望 四国

JB40 井上　佳音 四国
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ゼッケン番号 氏名 支部 ゼッケン番号 氏名 支部

JA1 森脇　美咲 中国 S1 梅﨑　まや 東京

JA2 宮平　愛子 沖縄 S2 白鳥　美穂 四国

JA3 緒方　円香 九州北 S3 碩　さらら 沖縄

JA4 沖本　ほのか 四国 S4 山ノ内　優里 九州南

JA5 蛸島　由芽 東京 S5 髙井　惠里 東京

JA6 市川　佳波 四国 S6 田島　璃子 東京

JA7 越　眞里亜 中国 S7 高橋　涼 山陰

JA8 牧田　萌々香 東京 S8 四宮　楓 四国

JA9 野村　結佳 沖縄 S9 名村　空 関西

JA10 安田　彩 関東 S10 米田　桃子 関東

JA11 下隠　雪乃 中国 S11 桐生　幸歩 関東

JA12 藤田　柚月 東京 S12 松本　ともか 九州北

JA13 濱川　彩乃 四国 S13 斉藤　萌実 関東

JA14 安岡　花梨 九州北 S14 谷　真優子 東京

JA15 鈴木　麻莉 関東 S15 高橋　莉子 中部

JA16 本澤　映月 関西 S16 小杉　千織 東京

JA17 池田　愛星 東京 S17 佐藤　莉奈 東京

JA18 中山　果音 九州北 S18 石原　歩実 関西

JA19 小杉　瑠々 関東 S19 中辻　里佳子 関西

JA20 佐藤　ひかる 九州北 S20 大西　慎哉 関西

JA21 岩﨑　遥 四国

JA22 関　遥花 北海道

JA23 西　果音 関西

JA24 鈴木　あい 東京

JA25 山岡　芙歌 四国

JA26 杉浦　真未 東北

JA27 矢野　冴里 北海道

JA28 春日井　夏音 東京

JA29 堀川　七菜 東京

JA30 吉川　実桜 東京

JA31 岡本　芽生子 四国

JA32 水口　優花 北陸

JA33 矢部　真衣 四国

JA34 近澤　生 四国

JA35 儀間　紋莉 沖縄

JA36 斎藤　侑里奈 中部

JA37 成瀬　龍世 四国

JA38 孝多　佑月 東京
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