
Bib 選手名  加盟団体 資格
3 切久保 香澄 キリクボ カスミ 長野県 指導員
4 八木 志友 ヤギ シユウ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ
7 高橋 知寿 タカハシ チズ 新潟県 指導員

11 春原 優衣 スノハラ ユイ 長野県 指導員
13 谷藤 遥 タニフジ ハルカ 北海道 指導員
15 飯塚 奈歩 イイヅカ ナホ 新潟県 指導員
19 川井 多瑛 カワイ タエ 神奈川県 ｸﾗｳﾝ
20 池邊 彩加 イケベ アヤカ 長野県 指導員
24 伊東 沙樹 イトウ サキ 東京都 指導員
25 渡邊 岬 ワタナベ ミサキ 新潟県 準指
27 弥永 奈々 ヤナガ ナナ 滋賀県 指導員
33 石井 理紗 イシイ リサ 北海道 指導員
34 堀島 有紗 ホリシマ アリサ 岐阜県 １級
36 渡邊 渚 ワタナベ ナギサ 新潟県 １級
37 川端 佑沙 カワバタ ユサ 東京都 指導員
38 勝浦 由衣 カツウラ ユイ 北海道 指導員
41 齋藤 くる美 サイトウ クルミ 神奈川県 ﾃｸﾆｶﾙ
45 太田 怜花 オオタ レイカ 学連 準指
46 樺澤 茉宝 カバサワ マホ 新潟県 準指
51 山口 夏未 ヤマグチ ナツミ 北海道 指導員
52 石川 千尋 イシカワ チヒロ 埼玉県 指導員
54 栗山 未来 クリヤマ ミク 新潟県 指導員
57 佐藤 貴子 サトウ タカコ 新潟県 準指
61 神谷 菜々 カミヤ ナナ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ
62 黒木 玲名 クロキ レナ 岐阜県 １級
63 根本 風花 ネモト フウカ 東京都 指導員
65 岡 樹香 オカ コノカ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ
66 中澤 笑里 ナカザワ エリ 学連 準指
68 竹内 さんご タケウチ サンゴ 栃木県 ﾃｸﾆｶﾙ
69 弓野 華緒 ユミノ カオ 北海道 指導員
70 鈴木 彩夏 スズキ サヤカ 長野県 １級
73 米丘 愛実 ヨネオカ マナミ 富山県 指導員
74 太田 好美 オオタ コノミ 東京都 指導員
75 黒川 心花来 クロカワ コハク 北海道 ｸﾗｳﾝ
77 神谷 来美 カミヤ クルミ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ
78 新谷 起世 シンタニ ユキヨ 東京都 準指
79 酒井 陽菜 サカイ ハルナ 北海道 準指
80 大場 朱莉 オオバ アカリ 宮城県 指導員
81 野尻 桃羽 ノジリ トワ 北海道 ｸﾗｳﾝ
83 久保田 美鈴 クボタ ミスズ 岩手県 指導員
85 小森 彩未 コモリ アヤミ 北海道 指導員
86 川畑 麻央 カワバタ マオ 大阪府 指導員
87 押川 心 オシカワ ココロ 北海道 ｸﾗｳﾝ
89 石水 愛 イシミズ アイ 岐阜県 指導員
94 秋元 日菜子 アキモト ヒナコ 北海道 準指

104 村井 七海 ムライ ナナミ 神奈川県 指導員
105 島田 愛弓 シマダ マナユ 埼玉県 指導員
106 清野 夏汀 セイノ ナギサ 山形県 準指
109 髙橋 和花菜 タカハシ ワカナ 学連 １級
113 小川 絵梨香 オガワ エリカ 岐阜県 準指
115 撫養 いづみ ムヤ イヅミ 北海道 準指
116 森田 優香 モリタ ユウカ 東京都 指導員
117 山田 恵里 ヤマダ エリ 長野県 指導員
118 森末 愛美 モリスエ マナミ 北海道 準指
121 飯田 あゆみ イイダ アユミ 富山県 指導員
122 渋谷 潤子 シブヤ ジュンコ 石川県 指導員
125 青木 美和 アオキ ミワ 新潟県 指導員
126 西村 紗英 ニシムラ サエ 長野県 指導員
130 山下 夢 ヤマシタ ユメ 北海道 指導員
144 道心 絢 ドウシン アヤ 北海道 ｸﾗｳﾝ
146 中澤 乃愛 ナカザワ ノア 栃木県 準指
147 赤松 かおり アカマツ カオリ 山梨県 指導員
148 堀田 由佳子 ホッタ ユカコ 岡山県 １級
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