
※氏名五十音順

キッズクラス ボーイズクラス ジュニアクラス ガールズクラス

1 青木 叶歩 1 新井 央真 1 安室 弦 1 池田 真央

2 足立 海世 2 岩瀬 裕哉 2 荒木 陸叶 2 池田 美来

3 今福 カレン 3 岩見 天獅 3 飯塚 孔明 3 今井 海音

4 宇野 雅志 4 大住 唯斗 4 伊東 李安琉 4 上門 涼風

5 岡野 漣 5 小川 拓也 5 井上 龍一 5 江口 彩花

6 国重 波音 6 小野 里弦 6 刑部 樹真 6 太田 絢

7 國武 快成 7 加藤 賢三 7 小崎 歩夢 7 大庭 風美

8 小西 一粋 8 金沢 太規 8 金沢 呂偉 8 小沢 美良乃

9 坂口 大翔 9 河野 真ノ彩 9 小松 凛輝 9 小田 唯鈴

10 佐藤 頼斗 10 酒井 仙太郎 10 齋藤 創士 10 川瀬 心那

11 鈴木 慈英 11 佐藤 利希 11 持齋 心 11 鍬野 杏瑞

12 強矢 凛太郎 12 澤田 海晴 12 下田 耀生 12 佐藤 李

13 髙井 汰朗 13 白井 翔 13 竹内 克斗 13 澤田 七奈緒

14 髙井 悠二朗 14 菅原 大地 14 中島 海輝 14 清水 ひなた

15 田中 志門 15 鈴木 一歩 15 永田 理人 15 清水 ひなの

16 友重 リキ 16 大海 璃空 16 長谷川 颯汰 16 庄司 莉花

17 鳥養 快斗 17 高橋 沙武 17 平坂 光遵 17 菅谷 帆那

18 二宮 虎亜 18 辻岡 堅太朗 18 藤井 徳大 18 鈴木 莉珠

19 野中 秀馬 19 寺田 文太 19 本田 匡世 19 髙橋 花音

20 箱谷 拓人 20 鳥潟 一太 20 松原 渚生 20 髙橋 花梨

21 宮本 海里 21 長沢 侑磨 21 村田 嵐 21 髙橋 結奈

22 宮本 竜樹 22 長原 航太 22 休場 匠 22 都築 虹帆

23 杢谷 憂人 23 針谷 府時丸 23 矢作 紋乃丞 23 中塩 佳那

24 和氣 堆人 24 藤間 玄絆 24 藤田 澪駿 24 畑 波音

25 松本 健獅朗 25 日比野 リナ

26 丸山 晴凪 26 古橋 乙都

27 三木 望未 27 松岡 亜音

28 杢谷 健人 28 松山 黎音

29 森 大斗 29 杢谷 莉央

30 山本 來夢 30 森 舞果

31 行廣 誠波 31 芳田 花瑚

32 渡邉 壱孔 32 脇田 紗良
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