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1 32001 小林 花帆 愛知県 植田小ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾎ

2 32002 清水 菜々美 岐阜県 相生小学校ｼﾐｽﾞ ﾅﾅﾐ

3 32003 小高 七菜 愛知県 あぐい陸上ｸﾗﾌﾞｵﾀﾞｶ ﾅﾅ

4 32004 河合 彩花 愛知県ｶﾜｲ ｱﾔｶ

5 32005 加藤 光桜 愛知県 二川小ｶﾄｳ ﾐｵ

6 32006 築城 愛里咲 愛知県 TSUIKI_FAMILYﾂｲｷ ｱﾘｻ

7 32007 岡崎 真子 愛知県ｵｶｻﾞｷ ﾏｺ

8 32008 後藤 梨心 静岡県 雄踏小ｺﾞﾄｳ ﾘｺ

9 32009 中村 優希 静岡県ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ

10 32010 高田 琴羽 静岡県 県居小学校ﾀｶﾀﾞ ｺﾄﾊ

11 32011 丹羽 日和 愛知県ﾆﾜ ﾋﾖﾘ

12 32012 城ﾉ下 紗希 愛知県ｼﾞｮｳﾉｼﾀ ｻｷ

13 32013 大村 きさ 静岡県 藤枝ACｵｵﾑﾗ ｷｻ

14 32014 三宅 彩也音 静岡県ﾐﾔｹ ｱﾔﾈ

15 32015 杉原 憧子 愛知県ｽｷﾞﾊﾗ ﾄｳｺ

16 32016 福井 澪 三重県ﾌｸｲ ﾐｵ

17 32017 中村 心音 静岡県ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ

18 32018 鈴木 千愛 静岡県 湖西JACｽｽﾞｷ ｾﾗ

19 32019 鈴木 沙那 愛知県 中野小学校ｽｽﾞｷ ｻﾅ

20 32020 若林 菜月 静岡県ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ

21 32021 井上 季美 愛知県ｲﾉｳｴ ﾐｸﾙ

22 32022 鬮目 佳稟 愛知県ｸｼﾞﾒ ｶﾘﾝ

23 32023 夏目 恋李 静岡県 ﾁｰﾑ細江ﾅﾂﾒ ﾚﾝﾘ

24 32024 羽生 のぞみ 愛知県ﾊﾌﾞ ﾉｿﾞﾐ

25 32025 木村 葵 愛知県ｷﾑﾗ ｱｵｲ

26 32026 武川 葵 愛知県 豊橋市立芦原小学校ﾌﾞｶﾜ ｱｵｲ

27 32027 袴田 彩心 愛知県ﾊｶﾏﾀ ｱｺ

28 32028 山内 莉来 愛知県 豊橋市立豊小学校ﾔﾏｳﾁ ﾘｸ

29 32029 加藤 向日葵 愛知県ｶﾄｳ ﾋﾏﾜﾘ

30 32030 岡崎 友美 愛知県ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓﾐ

31 32031 半田 彩恵 愛知県ﾊﾝﾀﾞ ｻｴ

32 32032 庄田 帆詩乃 愛知県ｼｮｳﾀﾞ ﾎｼﾉ

33 32033 川合 眞未 愛知県 二川南小学校ｶﾜｲ ﾏﾅﾐ

34 32034 井上 琴巴 愛知県ｲﾉｳｴ ｺﾄﾊ

35 32035 福井 まい 愛知県 二川小学校ﾌｸｲ ﾏｲ

36 32036 上手 咲輝 愛知県ｼﾞｮｳﾃ ｻｷ

37 32037 生田 琉衣 愛知県ｼｮｳﾀﾞ ﾙｲ

38 32038 入江 めぐみ 愛知県 二川小学校ｲﾘｴ ﾒｸﾞﾐ

39 32039 白尾 日菜向 愛知県ｼﾗｵ ﾋﾅﾀ

40 32040 平野 愛美 愛知県ﾋﾗﾉ ﾏﾅﾐ

41 32041 紺谷 咲良 愛知県ｺﾝﾀﾆ ｻﾗ

42 32042 桂 涼香 愛知県ｶﾂﾗ ﾘｮｳｶ

43 32043 杉浦 礼恵 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ｱﾔﾒ

44 32044 井澤 歩乃未 愛知県ｲｻﾞﾜ ﾎﾉﾐ

45 32045 鈴木 友望 愛知県ｽｽﾞｷ ﾕﾉ

46 32046 成瀬 未織 愛知県ﾅﾙｾ ﾐｵﾘ

47 32047 永井 眞帆 愛知県ﾅｶﾞｲ ﾏﾎ

48 32048 中村 碧依 愛知県ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ

49 32049 畔柳 美優 愛知県ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾐﾕｳ

50 32050 河内 乃咲 愛知県ｶﾜｳﾁ ﾉｴ
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51 32051 斉藤 希羽 愛知県ｻｲﾄｳ ﾉﾉﾊ

52 32052 嶋田 佳純 静岡県 浜松市立雄踏小学校ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾐ

53 32053 金田 柚葉 愛知県ｶﾅﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ

54 32054 隅田 菜々子 愛知県ｽﾐﾀﾞ ﾅﾅｺ

55 32055 小柳 莉咲 愛知県ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｻ

56 32056 矢吹 衣梨佳 愛知県ﾔﾌﾞｷ ｴﾘｶ

57 32057 仲野 愛唯 愛知県ﾅｶﾉ ﾒｲ

58 32058 浅野 永遠子 愛知県ｱｻﾉ ﾄﾜｺ

59 32059 村瀬 衣万里 愛知県 岩田小学校ﾑﾗｾ ｲﾏﾘ

60 32060 太田 葉菜 愛知県ｵｵﾀ ﾊﾅ

61 32061 山森 奏歩 愛知県ﾔﾏﾓﾘ ｶﾎ

62 32062 河合 美空 愛知県 野田小学校ｶﾜｲ ﾐﾗ

63 32063 小野 千尋 愛知県ｵﾉ ﾁﾋﾛ

64 32064 柴田 栞奈 静岡県ｼﾊﾞﾀ ｶﾝﾅ

65 32065 鈴木 美織佳 愛知県ｽｽﾞｷ ﾐｵｶ

66 32066 今泉 里桜 愛知県ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾘｵ

67 32067 松野 蒼生 愛知県ﾏﾂﾉ ｱｵｲ

68 32068 原 暖乃 愛知県 岩田小学校ﾊﾗ ﾉﾝﾉ

69 32069 小栁津 友萌 愛知県ｵﾔｲﾂﾞ ﾕﾒ

70 32070 西沢 優里奈 愛知県ﾆｼｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ

71 32071 増尾 百夏 愛知県ﾏｽｵ ﾓﾓｶ

72 32072 樋口 千紗 愛知県 花田小学校ﾋｸﾞﾁ ﾁｻ

73 32073 白井 友彩 愛知県 芦原小学校ｼﾗｲ ﾕｱ

74 32074 梶原 なつめ 愛知県ｶｼﾞﾜﾗ ﾅﾂﾒ

75 32075 太田 柚亜 愛知県 中野小学校ｵｵﾀ ﾕｱ
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