
シード 地域 氏 名 シード 地域 氏 名
1 東海 堀江 享 1 関西 坂田 季美佳
2 関東 田中 優之介 2 関東 本玉 真唯
3 関西 清水 悠太 3 関東 千村 もも花
4 関東 武藤 洸希 4 関東 宮本 愛弓
5 関東 平野 翔馬 5 関東 力石 優衣
6 関東 白石 光 6 関東 荒川 晴菜
7 関東 田島 尚輝 7 関西 佐藤 南帆
8 九州 相馬 光志 8～9 関西 末野 聡子
9 関東 新井 湧己 8～9 中国 平田 歩
10 北信越 森田 翔一朗 10 関東 安藤 優希
11 九州 阿多 竜也 11 東海 永田 杏里
12 東北 青木 一真 12 関東 佐藤 久真莉

13～15 関東 伊藤 竹秋 13 北信越 坂詰 姫野
13～15 関東 川上 倫平 14 北信越 内藤 祐希
13～15 東海 高羽 蓮 15 中国 横山 祥子
16 関東 高清水 研人 16 関東 黒須 万里奈

北海道 久保井 恭 北海道 照井 妃奈
北海道 成田 海斗 北海道 沖田 優羽
北海道 高島 嶺 北海道 石村 芽衣
北海道 菊地 耕介 北海道 田巻 日菜乃
北海道 横濱 圭亮 北海道 沢谷 紀香
東北 畠山 尚 東北 橘 薫乃
東北 菊地 裕太 東北 鈴木 理瑚
東北 門馬 翔太 東北 佐藤 夏央
東北 佐藤 一樹 東北 吉野 優花

北信越 宮永 竜聖 東北 寒河江 ひより
北信越 吉野 郁哉 北信越 長根尾 江里
北信越 南 翔太 北信越 石川 琴実
北信越 田中 瑛士 北信越 谷井 涼香
関東 住澤 大輔 関東 米原 さくら
関東 坂野 唯 関東 本藤 咲良
関東 成 耀韓 関東 山口 芽生
関東 田中 隆輔 関東 高西 佑里江
東海 白井 淳也 関東 武井 未来
東海 川島 颯 関東 吉田 百花
東海 大窪 広海 関東 櫻井 雪乃
東海 沖本 東樹 東海 伊藤 さつき
東海 伊達 佳祐 東海 吉田 明日香
東海 池田 朋弥 東海 光崎 楓奈
関西 羽澤 慎治 東海 伊達 磨紘
関西 清水 奎吾 東海 稲垣 綾乃
関西 平川 暉人 東海 伊藤 日和
関西 松田 龍樹 関西 佃 紫帆
関西 小路 博隆 関西 小野 紗奈
関西 神谷 和輝 関西 西田 賀杏央
関西 南泉 達政 関西 堀口 桃果
関西 トゥロター ジェームズ 関西 東谷 和
関西 五味 駿一 関西 山門 春香
中国 星木 昇 関西 鈴木 理子
中国 岡崎 大倭 中国 細木 咲良
中国 山浦 淳輝 中国 宮内 理瑚
中国 三宅 悠介 中国 金山 晴菜
中国 小林 将大 四国 髙嶋 久佳里
中国 紀村 樹 四国 大西 未来
四国 佐々木 健吾 四国 北本 恵里奈
四国 須田 宗次郎 四国 橋口 姫来
四国 熊野 啓弥 四国 渡邉 早和子
四国 松田 匡也 九州 松本 妃那
四国 山中 瑠樹亜 九州 坂本 陽菜
九州 米田 利玖 九州 下地 奈緒
九州 井上 隆也 九州 足立 有香
九州 名越 大地 九州 宮原 三奈
九州 春山 慶太 九州 古賀 麻尋
九州 森田 拓統 九州 山口 藍

補１ 九州 田口 涼太郎 補１ 関東 杉山 歩
補２ 関東 田形 諒平 補２ 関西 守口 蘭夢
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