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1 22001 加藤 和花 長野県ｶﾄｳ ﾉﾄﾞｶ

2 22002 竹川 歩花 愛知県 中根組ﾀｹｶﾜ ｱﾕｶ

3 22003 比企 真聖 愛知県ﾋｷ ﾏﾅｾ

4 22004 花木 杏梨 愛知県ﾊﾅｷ ｱﾝﾘ

5 22005 大田原 由依 愛知県ｵｵﾀﾜﾗ ﾕｲ

6 22006 藤原 杏心 愛知県ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾓｺ

7 22007 白木 秋乃 静岡県ｼﾗｷ ｱｷﾉ

8 22008 杉浦 唯花 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾕｲｶ

9 22009 浅井 愛華 愛知県ｱｻｲ ｱｲｶ

10 22010 三浦 舞夏 愛知県 蒲郡東部小学校ﾐｳﾗ ﾏｲｶ

11 22011 安形 美結 愛知県ｱｶﾞﾀ ﾐﾕ

12 22012 木藤 綺音 愛知県 御津南部小学校ｷﾄｳ ｱﾔﾈ

13 22013 増田 美玖 愛知県ﾏｽﾀﾞ ﾐｸ

14 22014 佐藤 日和 愛知県 中根小学校ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ

15 22015 堀田 詩乃 愛知県ﾎｯﾀ ｺﾄﾉ

16 22016 朝倉 楓 愛知県ｱｻｸﾗ ｶｴﾃﾞ

17 22017 新井 由良 愛知県ｱﾗｲ ﾕﾗ

18 22018 澤崎 希花 愛知県 松葉小学校ｻﾜｻﾞｷ ﾉﾉｶ

19 22019 澤崎 七穂 愛知県 松葉小学校ｻﾜｻﾞｷ ﾅﾅﾎ

20 22020 福原 華乃 愛知県ﾌｸﾊﾗ ｶﾉ

21 22021 夏目 葵衣 静岡県ﾅﾂﾒ ｱｵｲ

22 22022 彦坂 佳乃 愛知県 つつじヶ丘小学校ﾋｺｻｶ ﾖｼﾉ

23 22023 鷲見 華怜 愛知県 師勝東小学校ｽﾐ ｶﾚﾝ

24 22024 荒尾 彩葉 愛知県 豊橋市立 幸小学校ｱﾗｵ ｲﾛﾊ

25 22025 高木 珂帆 愛知県ﾀｶｷﾞ ｶﾎ

26 22026 田中 優希 愛知県ﾀﾅｶ ﾕｷ

27 22027 川合 優多 愛知県ｶﾜｲ ｳﾀ

28 22028 村中 杏寿 愛知県 中野小学校ﾑﾗﾅｶ ｱｽﾞ

29 22029 栗生 実玲 愛知県ｸﾘｳ ﾐﾚｲ

30 22030 羽生 さくら 愛知県ﾊﾌﾞ ｻｸﾗ

31 22031 平安名 千咲 愛知県ﾍｲｱﾝﾅ ﾁｻ

32 22032 井下 遥 愛知県ｲﾉｼﾀ ﾊﾙ

33 22033 松島 心紋 愛知県ﾏﾂｼﾏ ｺｺｱ

34 22034 佐藤 陽南 愛知県ｻﾄｳ ﾋﾅ

35 22035 鈴木 瑠華 愛知県ｽｽﾞｷ ﾙｶ

36 22036 石川 ゆめ 愛知県ｲｼｶﾜ ﾕﾒ

37 22037 嶋田 葵 愛知県ｼﾏﾀﾞ ｱｵｲ

38 22038 柳澤 寿架 愛知県ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｽｽﾞｶ

39 22039 井上 愛莉 愛知県ｲﾉｳｴ ｱｲﾘ

40 22040 加藤 よつ葉 愛知県ｶﾄｳ ﾖﾂﾊ

41 22041 阿形 耀羽 愛知県 つつじが丘小学校ｱｶﾞﾀ ｷｳ

42 22042 南 美咲 愛知県ﾐﾅﾐ ﾐｻｷ

43 22043 井上 綾乃 愛知県ｲﾉｳｴ ｱﾔﾉ

44 22044 野田 真乃香 愛知県ﾉﾀﾞ ﾏﾉｶ

45 22045 二村 葉菜 愛知県 松山小学校ﾌﾀﾑﾗ ﾊﾅ

46 22046 藤城 心 愛知県ﾌｼﾞｼﾛ ｺｺﾛ

47 22047 鈴木 杏奈 愛知県ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ

48 22048 廣田 亜子 愛知県ﾋﾛﾀ ｱｺ

49 22049 松原 与桜 愛知県ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｵ

50 22050 内藤 望丘 愛知県ﾅｲﾄｳ ﾐｵｶ
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51 22051 市川 穂乃 愛知県ｲﾁｶﾜ ﾎﾉ

52 22052 村上 芽維 愛知県ﾑﾗｶﾐ ﾒｲ

53 22053 永井 涼 愛知県ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳ

54 22054 岡田 華奈 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾊﾅ

55 22055 河内 奏乃 愛知県ｶﾜｳﾁ ｶﾉ

56 22056 阿部 咲良 愛知県ｱﾍﾞ ｻｸﾗ

57 22057 金田 彩葉 愛知県ｶﾅﾀﾞ ｲﾛﾊ

58 22058 森 陽海 静岡県ﾓﾘ ﾊﾙﾐ

59 22059 山本 果林 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ

60 22060 尾上 愛奈 愛知県 磯辺小学校ｵﾉｳｴ ｱｲﾅ

61 22061 長谷 明音 愛知県 豊橋市立芦原小学校ﾊｾ ｱｶﾈ

62 22062 木本 瑚乃美 愛知県ｷﾓﾄ ｺﾉﾐ

63 22063 小柳津 風花 愛知県ｵﾔｲﾂﾞ ﾌｳｶ

64 22064 伊藤 遥香 愛知県ｲﾄｳ ﾊﾙｶ

65 22065 平松 涼華 愛知県ﾋﾗﾏﾂ ﾘｮｳｶ

66 22066 藤井 唯央 愛知県ﾌｼﾞｲ ｲﾁｶ

67 22067 野々村 柚菜 愛知県ﾉﾉﾑﾗ ﾕｽﾞﾅ

68 22068 河邊 真那 愛知県ｶﾜﾍﾞ ﾏﾅ

69 22069 渡会 美織 愛知県ﾜﾀﾗｲ ﾐｵﾘ

70 22070 島 あかり 愛知県ｼﾏ ｱｶﾘ

71 22071 今泉 志帆 愛知県ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾎ

72 22072 塚本 華央 愛知県ﾂｶﾓﾄ ｶｵ

73 22073 赤川 芙華 愛知県ｱｶｶﾞﾜ ﾌﾀﾊﾞ

74 22074 原 夏乃花 愛知県 岩田小学校ﾊﾗ ｶﾉｶ

75 22075 門野 はるか 愛知県 松葉小学校ｶﾄﾞﾉ ﾊﾙｶ

76 22076 伊藤 彩音 愛知県ｲﾄｳ ｱﾔﾈ

77 22077 渡辺 ゆり 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘ

78 22078 鈴木 結菜 愛知県ｽｽﾞｷ ﾕｲﾅ

79 22079 白井 杏実 愛知県 芦原小学校ｼﾗｲ ｱﾐ

80 22080 齋藤 羽麗 愛知県ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ

81 22081 佐原 六祈 愛知県ｻﾊﾗ ﾑﾂｷ

82 22082 加藤 ちなつ 愛知県 東郷西小学校ｶﾄｳ ﾁﾅﾂ

83 22083 岡田 春季 静岡県 大平台ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｷ

84 22084 成宮 翼咲 愛知県ﾅﾙﾐﾔ ﾂﾊﾞｻ
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