
あ 31 相田　郁庭 ｱｲﾀﾞ ｲｸﾃｲ 神奈川県 28 飯島　翠苑 ｲｲｼﾞﾏ ｽｲｴﾝ 北海道 7 板倉　粲洋 ｲﾀｸﾗ ｻﾝﾖｳ 東京都

26 会田　東鶴 ｱｲﾀﾞ ﾄｳｶｸ 東京都 15 飯田　柴景 ｲｲﾀﾞ ｻｲｹｲ 東京都 7 板倉　里佳 ｲﾀｸﾗ ﾘｶ 東京都

32 相見希代子 ｱｲﾐ ｷﾖｺ 千葉県 10 飯田　幸江 ｲｲﾀﾞ ｻﾁｴ 茨城県 5 伊丹　翠光 ｲﾀﾐ ｽｲｺｳ 千葉県

13 青池　穂湖 ｱｵｲｹ ｽｲｺ 秋田県 36 飯田満喜子 ｲｲﾀﾞ ﾏｷｺ 北海道 3 市川　蕙泉 ｲﾁｶﾜ ｹｲｾﾝ 東京都

37 青木　邦子 ｱｵｷ ｸﾆｺ 神奈川県 14 飯田　朗翠 ｲｲﾀﾞ ﾛｳｽｲ 東京都 32 市川沙也香 ｲﾁｶﾜ ｻﾔｶ 東京都

26 青島　瑠石 ｱｵｼﾏ ﾘｭｳｾｷ 東京都 22 飯野　俊香 ｲｲﾉ ｼｭﾝｶ 茨城県 8 市川　春洋 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾖｳ 神奈川県

19 青島　瑠石 ｱｵｼﾏ ﾘｭｳｾｷ 東京都 36 家本　悠雲 ｲｴﾓﾄ ﾕｳｳﾝ 神奈川県 37 井筒　威夫 ｲﾂﾞﾂ ﾀｹｵ 千葉県

32 青山　尚子 ｱｵﾔﾏ ﾀｶｺ 東京都 37 家本　悠雲 ｲｴﾓﾄ ﾕｳｳﾝ 神奈川県 33 井手　明橘 ｲﾃﾞ ﾒｲｷﾂ 埼玉県

25 青山　尚子 ｱｵﾔﾏ ﾀｶｺ 東京都 13 五十崎江彩 ｲｶｻﾞｷ ｺｳｻｲ 東京都 16 伊藤　映紅 ｲﾄｳ ｴｲｺｳ 千葉県

33 明石　貞子 ｱｶｲｼ ﾃｲｺ 東京都 29 五十嵐温子 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾂｺ 東京都 31 伊藤　恵玉 ｲﾄｳ ｹｲｷﾞｮｸ 東京都

34 赤尾　真澄 ｱｶｵ ﾏｽﾐ 群馬県 21 五十嵐翠音 ｲｶﾞﾗｼ ｽｲｵﾝ 東京都 36 伊藤　光彩 ｲﾄｳ ｺｳｻｲ 千葉県

36 赤木　志津 ｱｶｷﾞ ｼﾂﾞ 東京都 33 五十嵐典子 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ 新潟県 24 伊藤　綵苑 ｲﾄｳ ｻｲｴﾝ 東京都

30 赤坂　遥南 ｱｶｻｶ ﾊﾙﾅ 青森県 3 井川　彩紅 ｲｶﾞﾜ ｻｲｺｳ 千葉県 32 伊藤　彩川 ｲﾄｳ ｻｲｾﾝ 茨城県

22 赤羽根知子 ｱｶﾊﾞﾈ ﾄﾓｺ 東京都 29 井口　加扇 ｲｸﾞﾁ ｶｾﾝ 千葉県 14 伊藤　朔慧 ｲﾄｳ ｻｸｹｲ 北海道

27 赤堀　香邨 ｱｶﾎﾞﾘ ｺｳｿﾝ 千葉県 3 井口　綾秋 ｲｸﾞﾁ ﾘｮｳｼｭｳ 東京都 30 伊藤　紗香 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 埼玉県

26 秋谷　雅美 ｱｷﾔ ﾏｻﾐ 埼玉県 29 池上　郁子 ｲｹｶﾞﾐ ｲｸｺ 千葉県 9 伊藤　泰洞 ｲﾄｳ ﾀｲﾄﾞｳ 北海道

19 秋山　彩翠 ｱｷﾔﾏ ｻｲｽｲ 東京都 36 池嶋　彩澪 ｲｹｼﾞﾏ ｻｲﾚｲ 新潟県 2 伊藤　苳径 ｲﾄｳ ﾄｳｹｲ 東京都

16 秋山　茜鳳 ｱｷﾔﾏ ｾﾝﾎﾟｳ 千葉県 34 池多亜沙子 ｲｹﾀﾞ ｱｻｺ KOR 22 伊藤菜津実 ｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 静岡県

33 浅香奈緒美 ｱｻｶ ﾅｵﾐ 千葉県 22 池田　慧秋 ｲｹﾀﾞ ｹｲｼｭｳ 東京都 36 伊藤　白蓮 ｲﾄｳ ﾋﾞｬｸﾚﾝ 北海道

37 朝國　誠二 ｱｻｸﾆ ｾｲｼﾞ 香川県 37 池田　有紀 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 埼玉県 37 伊藤　白蓮 ｲﾄｳ ﾋﾞｬｸﾚﾝ 北海道

36 麻田　春芳 ｱｻﾀﾞ ｼｭﾝﾎﾟｳ 埼玉県 14 池田　麗峰 ｲｹﾀﾞ ﾚｲﾎｳ 神奈川県 10 伊藤美喜子 ｲﾄｳ ﾐｷｺ 東京都

6 淺沼　啓雪 ｱｻﾇﾏ ｹｲｾﾂ 東京都 3 石井　蕙風 ｲｼｲ ｹｲﾌｳ 千葉県 13 伊藤　良寧 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾈｲ 神奈川県

23 浅野　良枝 ｱｻﾉ ﾖｼｴ 千葉県 35 石井　繭花 ｲｼｲ ｹﾝｶ 東京都 22 伊藤　玉 ｲﾄｳ ﾚｲｷﾞｮｸ 埼玉県

23 浅野　良酔 ｱｻﾉ ﾘｮｳｽｲ 神奈川県 22 石井　三峰 ｲｼｲ ｻﾝﾎﾟｳ 山梨県 15 糸賀　紫峰 ｲﾄｶﾞ ｼﾎｳ 茨城県

33 浅見　潤子 ｱｻﾐ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県 37 石井　志織 ｲｼｲ ｼｵﾘ 千葉県 35 稲垣　沙南 ｲﾅｶﾞｷ ｻﾅ 静岡県

27 芦澤　裕子 ｱｼｻﾞﾜ ﾕｳｺ 静岡県 4 石井　清香 ｲｼｲ ｾｲｺｳ 千葉県 33 稲垣　颯馬 ｲﾅｶﾞｷ ｿｳﾏ 静岡県

29 畔上　恵琇 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｹｲｼｭｳ 埼玉県 5 石井　竹心 ｲｼｲ ﾁｸｼﾝ 東京都 7 稲葉　淳子 ｲﾅﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ 東京都

26 安宅　朋芳 ｱﾀｶ ﾎｳﾎｳ 新潟県 30 石井　　花 ｲｼｲ ﾊﾅ 東京都 26 稲葉万里子 ｲﾅﾊﾞ ﾏﾘｺ 東京都

36 穴井　芳婉 ｱﾅｲ ﾎｳｴﾝ 東京都 5 石井　芳柳 ｲｼｲ ﾎｳﾘｭｳ 埼玉県 27 犬飼　翠亭 ｲﾇｶｲ ｽｲﾃｲ 神奈川県

20 姉川　馨泉 ｱﾈｶﾞﾜ ｹｲｾﾝ 山口県 26 石井　万貴 ｲｼｲ ﾏｷ 長野県 14 井上　詠峰 ｲﾉｳｴ ｴｲﾎｳ 山梨県

16 阿部　圭香 ｱﾍﾞ ｹｲｺｳ 北海道 33 石神　泉南 ｲｼｶﾞﾐ ｾﾝﾅﾝ 東京都 34 井上　恵花 ｲﾉｳｴ ｹｲｶ 福井県

29 阿部　光逸 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾂ 東京都 28 石川　恭子 ｲｼｶﾜ ｷｮｳｺ 北海道 32 井上　煌友 ｲﾉｳｴ ｺｳﾕｳ 埼玉県

28 阿部　光逸 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾂ 東京都 32 石川　江鶴 ｲｼｶﾜ ｺｳｶｸ 北海道 17 井上　如風 ｲﾉｳｴ ｼﾞｮﾌｳ 千葉県

32 阿部　朱夏 ｱﾍﾞ ｼｭｶ 埼玉県 11 石川　升心 ｲｼｶﾜ ｼｮｳｼﾝ 千葉県 23 井上　菁竹 ｲﾉｳｴ ｾｲﾁｸ 茨城県

14 阿部　良紅 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｺｳ 東京都 26 石川　白燿 ｲｼｶﾜ ﾊｸﾖｳ 東京都 3 井上　茜聲 ｲﾉｳｴ ｾﾝｾｲ 東京都

8 天草　玄峰 ｱﾏｸｻ ｹﾞﾝﾎﾟｳ 埼玉県 28 石川　遥水 ｲｼｶﾜ ﾖｳｽｲ 茨城県 23 井上　智美 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ 東京都

6 天野　彩流 ｱﾏﾉ ｻｲﾘｭｳ 静岡県 23 石黒　栄子 ｲｼｸﾞﾛ ｴｲｺ 埼玉県 34 井上　直美 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾐ 埼玉県

26 新井　月雪 ｱﾗｲ ｹﾞｯｾﾂ 東京都 34 石黒　良葉 ｲｼｸﾞﾛ ﾘﾖｳﾖｳ 神奈川県 37 井上　菜羽 ｲﾉｳｴ ﾅﾉﾊ 埼玉県

13 新井　才海 ｱﾗｲ ｻｲｶ 青森県 27 石毛　澄翠 ｲｼｹﾞ ﾁｮｳｽｲ 神奈川県 27 井上美智枝 ｲﾉｳｴ ﾐﾁｴ 神奈川県

26 新井　抱山 ｱﾗｲ ﾎｳｻﾞﾝ 千葉県 6 石坂　晨洋 ｲｼｻﾞｶ ｼﾝﾖｳ 千葉県 8 井上美智子 ｲﾉｳｴ ﾐﾁｺ 東京都

33 荒川　愛已 ｱﾗｶﾜ ｱｲﾐ 北海道 32 石崎　天碩 ｲｼｻﾞｷ ﾃﾝｾｷ 北海道 28 井上　佳恵 ｲﾉｳｴ ﾖｼｴ 神奈川県

34 荒川　紅蕙 ｱﾗｶﾜ ｺｳｹｲ 東京都 32 石塚　嘉楓 ｲｼﾂｶ ｶﾌｳ 千葉県 29 井上　佳恵 ｲﾉｳｴ ﾖｼｴ 神奈川県

32 荒川　翠苑 ｱﾗｶﾜ ｽｲｴﾝ 千葉県 8 石塚　攻玉 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｷﾞｮｸ 茨城県 33 井上　凛香 ｲﾉｳｴ ﾘﾝｶ 新潟県

30 荒川　万陽 ｱﾗｶﾜ ﾊﾞﾝﾖｳ 長野県 14 石堂　畦風 ｲｼﾄﾞｳ ｹｲﾌｳ 宮城県 37 猪瀬　佳代 ｲﾉｾ ｶﾖ 埼玉県

26 荒美　煌石 ｱﾗﾐ ｺｳｾｷ 東京都 16 石橋紀代子 ｲｼﾊﾞｼ ｷﾖｺ 東京都 26 猪田　華邑 ｲﾉﾀﾞ ｶﾕｳ 北海道

32 有賀　游里 ｱﾘｶﾞ ﾕｳﾘ 千葉県 5 石橋　苳耀 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｳﾖｳ 東京都 29 井之脇一水 ｲﾉﾜｷ ｶｽﾞﾐ 東京都

5 蟻川　麗泉 ｱﾘｶﾜ ﾚｲｾﾝ 神奈川県 37 石橋　佑莉 ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾘ 東京都 19 今井　彩香 ｲﾏｲ ｻｲｶ 埼玉県

19 安斉　邦子 ｱﾝｻﾞｲ ｸﾆｺ 東京都 34 石濱　翠生 ｲｼﾊﾏ ｽｲｼｮｳ 茨城県 19 今井　彩香 ｲﾏｲ ｻｲｶ 埼玉県

9 安藤　房枝 ｱﾝﾄﾞｳ ﾌｻｴ 東京都 12 石丸　雨虹 ｲｼﾏﾙ ｳｺｳ 新潟県 5 今井　松堂 ｲﾏｲ ｼｮｳﾄﾞｳ 長野県

5 安藤　龍美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾋﾞ 神奈川県 4 石丸　詠峰 ｲｼﾏﾙ ｴｲﾎｳ 千葉県 31 今村　良穂 ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾎ 東京都

14 安蒜　玲川 ｱﾝﾋﾞﾙ ﾚｲｾﾝ 千葉県 23 泉　　滔谷 ｲｽﾞﾐ ﾄｳｺｸ 兵庫県 29 岩井　閑葉 ｲﾜｲ ｶﾝﾖｳ 北海道

い 28 飯久保睦子 ｲｲｸﾎﾞ ﾑﾂｺ 東京都 32 五十川厚子 ｲｿｶﾞﾜ ｱﾂｺ 北海道 16 岩井　聖水 ｲﾜｲ ｾｲｽｲ 東京都

16 飯澤　澄佳 ｲｲｻﾞﾜ ﾁｮｳｶ 北海道 16 磯崎　綾子 ｲｿｻﾞｷ ｱﾔｺ 神奈川県 37 岩川　祥雲 ｲﾜｶﾜ ｼｮｳｳﾝ 北海道

36 飯嶋　賢峰 ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝﾎｳ 千葉県 16 磯田　春汀 ｲｿﾀﾞ ｼｭﾝﾃｲ 千葉県 36 巌城　紀 ｲﾜｷ ｷｼ 北海道

10 飯島　香苑 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳｴﾝ 神奈川県 9 井田智佐子 ｲﾀﾞ ﾁｻｺ 東京都 31 岩﨑　碧衣 ｲﾜｻｷ ｱｵｲ 東京都

26 飯島　秀峰 ｲｲｼﾞﾏ ｼｭｳﾎｳ 茨城県 19 井田　璃石 ｲﾀﾞ ﾘｾｷ 東京都 5 岩崎　淳子 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県



33 岩澤　孤舟 ｲﾜｻﾜ ｺｼｭｳ 東京都 29 大城　千民 ｵｵｼﾛ ﾁﾀﾐ 北海道 29 小貫　維歩 ｵﾇｷ ｲﾎ 茨城県

6 岩田　香舟 ｲﾜﾀ ｺｳｼｭｳ 千葉県 32 太田　恵美 ｵｵﾀ ｴﾐ 神奈川県 2 小野　桂萩 ｵﾉ ｹｲｼｭｳ 埼玉県

32 岩本　章子 ｲﾜﾓﾄ ｱｷｺ 東京都 21 大谷　恵泉 ｵｵﾀﾆ ｹｲｾﾝ 千葉県 7 小野　蒼州 ｵﾉ ｿｳｼｭｳ 青森県

34 岩本　順玉 ｲﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷﾞｮｸ 神奈川県 8 大谷　磐雨 ｵｵﾀﾆ ﾊﾞﾝｳ 福島県 19 小野美登里 ｵﾉ ﾐﾄﾞﾘ 神奈川県

36 岩谷　正子 ｲﾜﾔ ﾏｻｺ 千葉県 16 大谷　要子 ｵｵﾀﾆ ﾖｳｺ 千葉県 24 小野口摩耶 ｵﾉｸﾞﾁ ﾏﾔ 静岡県

う 32 上田　采季 ｳｴﾀﾞ ｻｷ 千葉県 33 大谷　梨華 ｵｵﾀﾆ ﾘｶ 埼玉県 29 大比賀千鶴子 ｵﾋﾞｶ ﾁﾂﾞｺ 香川県

17 上田　尤華 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｶ 神奈川県 34 大多和智恵子 ｵｵﾀﾜ ﾁｴｺ 千葉県 19 恩村　一星 ｵﾝﾑﾗ ｲｯｾｲ 北海道

35 上田　玲子 ｳｴﾀﾞ ﾚｲｺ 神奈川県 36 大塚　直哉 ｵｵﾂｶ ﾅｵﾔ 神奈川県 か 36 甲斐　磨奈 ｶｲ ﾏﾅ 福岡県

37 上野　蒼佳 ｳｴﾉ ｿｳｶ 神奈川県 2 大塚　蘭径 ｵｵﾂｶ ﾗﾝｹｲ 埼玉県 6 海上　翠舟 ｶｲｼﾞｮｳ ｽｲｼｭｳ 三重県

34 植村　浩月 ｳｴﾑﾗ ｺｳｹﾞﾂ 千葉県 36 大槻ひとか ｵｵﾂｷ ﾋﾄｶ 宮城県 12 貝瀬　芳雨 ｶｲｾ ﾎｳｳ 埼玉県

27 上村　虹翠 ｳｴﾑﾗ ｺｳｽｲ 千葉県 13 大戸　美芳 ｵｵﾄ ﾋﾞﾎｳ 山梨県 11 貝瀬　芳雨 ｶｲｾ ﾎｳｳ 埼玉県

36 上村智恵子 ｳｴﾑﾗ ﾁｴｺ 茨城県 29 大成　千紗 ｵｵﾅﾘ ﾁｻ 広島県 26 赫多　翠苑 ｶｸﾀ ｽｲｴﾝ 千葉県

34 牛場由紀子 ｳｼﾊﾞ ﾕｷｺ 東京都 32 大西　清玄 ｵｵﾆｼ ｾｲｹﾞﾝ 三重県 30 葛西綺羅々 ｶｻｲ ｷﾗﾗ 青森県

22 牛山　青蘭 ｳｼﾔﾏ ｾｲﾗﾝ 茨城県 23 大西　清玄 ｵｵﾆｼ ｾｲｹﾞﾝ 三重県 30 笠井　瑞正 ｶｻｲ ｽﾞｲｼｮｳ 神奈川県

36 臼田　典子 ｳｽﾀﾞ ﾉﾘｺ 神奈川県 30 大沼　良苳 ｵｵﾇﾏ ﾘｮｳﾄｳ 山形県 28 葛西　蘭 ｶｻｲ ﾗﾝｼ 北海道

15 臼田　典子 ｳｽﾀﾞ ﾉﾘｺ 神奈川県 12 大野　幸子 ｵｵﾉ ｻﾁｺ 埼玉県 22 風戸　惠泉 ｶｻﾞﾄ ｹｲｾﾝ 千葉県

28 内田　志秋 ｳﾁﾀﾞ ｼｼｭｳ 山口県 22 大村　幸流 ｵｵﾑﾗ ｺｳﾘｭｳ 静岡県 37 風戸　藤翠 ｶｻﾞﾄ ﾄｳｽｲ 東京都

8 内田　泊雨 ｳﾁﾀﾞ ﾊｸｳ 埼玉県 20 大村　竹峰 ｵｵﾑﾗ ﾁｸﾎｳ 山梨県 37 風戸　　諒 ｶｻﾞﾄ ﾘｮｳ 東京都

30 内山　　茂 ｳﾁﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 東京都 33 大森　祥春 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼｭﾝ 長野県 30 笠原　叶夢 ｶｻﾊﾗ ｶﾅﾐ 埼玉県

27 内山　結月 ｳﾁﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 東京都 27 大森　裕翠 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｽｲ 神奈川県 36 笠原　清心 ｶｻﾊﾗ ｾｲｼﾝ 茨城県

30 宇津野由里 ｳﾂﾉ ﾕﾘ 長野県 20 大山　春道 ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝﾄﾞｳ 茨城県 30 風間　聖泉 ｶｻﾞﾏ ｾｲｾﾝ 長野県

34 内海　良友 ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾕｳ 神奈川県 17 岡崎　菖苑 ｵｶｻﾞｷ ｼｮｳｴﾝ 東京都 34 笠間　智恵 ｶｻﾏ ﾄﾓｴ 長野県

22 打良木悦子 ｳﾂﾛｷﾞ ｴﾂｺ 東京都 25 小笠原充徳 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾞｭｳﾄｸ 北海道 5 風巻　鐘峰 ｶｻﾞﾏｷ ｼｮｳﾎｳ 東京都

33 浦邉　愛未 ｳﾗﾍﾞ ｱｲﾐ 埼玉県 21 小笠原修峰 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｭｳﾎｳ 東京都 37 梶　紀江子 ｶｼﾞ ｷｴｺ 千葉県

20 上嶋　幸陽 ｳﾜｼﾞﾏ ｺｳﾖｳ 山梨県 27 岡田　光蘭 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾗﾝ 北海道 36 加地　春香 ｶｼﾞ ｼｭﾝｺｳ 東京都

え 33 江浦　雅音 ｴｳﾗ ｶﾉﾝ 千葉県 13 岡田　美邦 ｵｶﾀﾞ ﾋﾞﾎｳ 神奈川県 15 梶浦　苳慧 ｶｼﾞｳﾗ ﾄｳｹｲ 東京都

15 江坂　溪鶴 ｴｻｶ ｹｲｶｸ 神奈川県 16 岡村　梢紅 ｵｶﾑﾗ ｼｮｳｺｳ 東京都 30 梶川　明花 ｶｼﾞｶﾜ ﾒｲｶ 東京都

31 江戸　裕美 ｴﾄﾞ ﾋﾛﾐ 神奈川県 31 岡本　明窓 ｵｶﾓﾄ ﾒｲｿｳ 神奈川県 12 梶田　越舟 ｶｼﾞﾀ ｴｯｼｭｳ 埼玉県

35 江藤　浩之 ｴﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 34 小川　愛莉 ｵｶﾞﾜ ｱｲﾘ 新潟県 11 梶田　越舟 ｶｼﾞﾀ ｴｯｼｭｳ 埼玉県

16 江戸川洋子 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾖｳｺ 千葉県 29 小川　憬茜 ｵｶﾞﾜ ｹｲｾﾝ 東京都 28 梶田　珠泉 ｶｼﾞﾀ ｼｭｾﾝ 東京都

14 円舘　稀峰 ｴﾝﾀﾞﾃ ｷﾎｳ 東京都 14 小川　月華 ｵｶﾞﾜ ｹﾞｯｶ 北海道 22 樫野　陽子 ｶｼﾉ ﾅｶﾞｺ 静岡県

26 遠藤　杏泉 ｴﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｾﾝ 千葉県 28 小川　玄濤 ｵｶﾞﾜ ｹﾞﾝﾄｳ 埼玉県 8 梶原　景翆 ｶｼﾞﾊﾗ ｹｲｽｲ 東京都

29 遠藤　恵光 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｺｳ 福島県 18 小川真里依 ｵｶﾞﾜ ﾏﾘｴ 千葉県 34 樫部　東江 ｶｼﾍﾞ ﾄｳｺｳ 山口県

35 遠藤　紅泉 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｾﾝ 福島県 37 小川　美雪 ｵｶﾞﾜ ﾐﾕｷ 新潟県 22 梶村　健祐 ｶｼﾞﾑﾗ ｹﾝｽｹ 静岡県

4 遠藤　史佰 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾊｸ 東京都 17 荻原　畦翆 ｵｷﾞﾜﾗ ｹｲｽｲ 東京都 13 春日　三枝 ｶｽｶﾞ ﾐｴ 長野県

13 遠藤　祥恵 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｹｲ 千葉県 13 小口　暁子 ｵｸﾞﾁ ｱｷｺ 東京都 15 加瀬　清子 ｶｾ ｷﾖｺ 埼玉県

33 遠藤　　匠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 新潟県 36 奥野　良碧 ｵｸﾉ ﾘｮｳﾍｷ 岐阜県 11 片岡　苑雨 ｶﾀｵｶ ｴﾝｳ 埼玉県

32 遠藤　初音 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾂﾈ 神奈川県 12 奥村　静香 ｵｸﾑﾗ ｾｲｶ 東京都 37 片岡　秀水 ｶﾀｵｶ ｼｭｳｽｲ 千葉県

25 遠藤　美樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷ 東京都 11 奥村　静香 ｵｸﾑﾗ ｾｲｶ 東京都 26 片田　貴玉 ｶﾀﾀﾞ ｷｷﾞｮｸ 神奈川県

お 20 老川ゆかり ｵｲｶﾜ ﾕｶﾘ 千葉県 4 奥村　奈巳 ｵｸﾑﾗ ﾅﾐ 神奈川県 12 片根　苳雨 ｶﾀﾈ ﾄｳｳ 東京都

27 大石多慶子 ｵｵｲｼ ﾀｹｺ 東京都 28 奥山　澄有 ｵｸﾔﾏ ﾁｮｳｳ 茨城県 11 片根　苳雨 ｶﾀﾈ ﾄｳｳ 東京都

3 大岩　玉蘭 ｵｵｲﾜ ｷﾞｮｸﾗﾝ 埼玉県 8 奥山裕美子 ｵｸﾔﾏ ﾕﾐｺ 千葉県 22 片山　尚子 ｶﾀﾔﾏ ﾅｵｺ 東京都

5 大内　千櫻 ｵｵｳﾁ ｾﾝｵｳ 埼玉県 30 小倉　紀身 ｵｸﾞﾗ ｷﾐ 千葉県 18 片山　妙泉 ｶﾀﾔﾏ ﾐｮｳｾﾝ 兵庫県

33 大風　町子 ｵｵｶｾﾞ ﾏﾁｺ 香川県 36 小倉　豊葉 ｵｸﾞﾗ ﾎｳﾖｳ 東京都 15 勝田千鶴子 ｶﾂﾀ ﾁﾂﾞｺ 千葉県

10 大久保樹心 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞｭｼﾝ 千葉県 22 小黒　玉玲 ｵｸﾞﾛ ｷﾞｮｸﾚｲ 東京都 4 曽良　道子 ｶﾂﾗ ﾐﾁｺ 茨城県

11 大久保樹心 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞｭｼﾝ 千葉県 18 桶本　香蘭 ｵｹﾓﾄ ｺｳﾗﾝ 北海道 36 加藤　葵衣 ｶﾄｳ ｱｵｲ 埼玉県

9 大倉　法子 ｵｵｸﾗ ﾉﾘｺ 東京都 28 尾﨑　鳩月 ｵｻﾞｷ ｷｭｳｹﾞﾂ 山口県 23 加藤　鶴風 ｶﾄｳ ｶｸﾌｳ 神奈川県

37 大崎さくら ｵｵｻｷ ｻｸﾗ 新潟県 19 尾﨑　虹霄 ｵｻﾞｷ ｺｳｼｮｳ 埼玉県 6 加藤　花揺 ｶﾄｳ ｶﾖｳ 東京都

34 大澤　郁子 ｵｵｻﾜ ｲｸｺ 東京都 5 小作　晴芳 ｵｻﾞｸ ｾｲﾎｳ 埼玉県 28 加藤　香風 ｶﾄｳ ｺｳﾌｳ 千葉県

6 大澤　玉翠 ｵｵｻﾜ ｷﾞｮｸｽｲ 北海道 5 小作　塘石 ｵｻﾞｸ ﾄｳｾｷ 東京都 35 加藤　彩月 ｶﾄｳ ｻｲｹﾞﾂ 千葉県

33 大澤　紫月 ｵｵｻﾜ ｼｹﾞﾂ 静岡県 16 長田　宣子 ｵｻﾀﾞ ﾉﾘｺ 神奈川県 16 加藤　聡石 ｶﾄｳ ｿｳｾｷ 東京都

21 大澤　紫月 ｵｵｻﾜ ｼｹﾞﾂ 静岡県 36 小髙　季月 ｵﾀﾞｶ ｷｹﾞﾂ 千葉県 10 加藤　泰玉 ｶﾄｳ ﾀｲｷﾞｮｸ 埼玉県

15 大澤　翔鳳 ｵｵｻﾜ ｼｮｳﾎｳ 千葉県 4 小田桐華鏡 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｶｷｮｳ 神奈川県 11 加藤　泰玉 ｶﾄｳ ﾀｲｷﾞｮｸ 埼玉県

12 大澤　尚洋 ｵｵｻﾜ ｼｮｳﾖｳ 北海道 4 小田切景羊 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｹｲﾖｳ 東京都 37 加藤　柚葉 ｶﾄｳ ﾕｽﾞﾊ 静岡県

5 大島　暎水 ｵｵｼﾏ ｴｲｽｲ 北海道 34 小田原春光 ｵﾀﾞﾜﾗ ｼｭﾝｺｳ 福岡県 5 加藤　龍子 ｶﾄｳ ﾘュｳｺ 北海道

34 大島　良夢 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳﾑ 神奈川県 30 小田原春光 ｵﾀﾞﾜﾗｼｭﾝｺｳ 福岡県 36 門前美比呂 ｶﾄﾞｻｷ ﾐﾋﾛ 東京都



14 金澤　薫風 ｶﾅｻﾞﾜ ｸﾝﾌﾟｳ 宮城県 35 菅野　朝子 ｶﾝﾉ ｱｻｺ 北海道 8 小池　白亭 ｺｲｹ ﾊｸﾃｲ 千葉県

25 金谷　琳石 ｶﾅﾀﾆ ﾘﾝｾｷ 神奈川県 33 神戸　弘月 ｶﾝﾍﾞ ｺｳｹﾞﾂ 茨城県 26 小池由利子 ｺｲｹ ﾕﾘｺ 東京都

8 京　　翠湖 ｶﾅﾄﾞﾒ ｽｲｺ 東京都 き 36 木内　華舟 ｷｳﾁ ｶｼｭｳ 長野県 25 小池　暢華 ｺｲｹ ﾖｳｶ 東京都

10 金森みどり ｶﾅﾓﾘ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 27 木岡加代子 ｷｵｶ ｶﾖｺ 東京都 23 小石　運翆 ｺｲｼ ｳﾝｽｲ 大分県

7 金谷　柳谿 ｶﾅﾔ ﾘｭｳｹｲ 東京都 11 木口　映雨 ｷｸﾞﾁ ｴｲｳ 東京都 12 小泉　移山 ｺｲｽﾞﾐ ｲｻﾞﾝ 東京都

12 金子　閣亭 ｶﾈｺ ｶｸﾃｲ 神奈川県 6 菊地　茜琇 ｷｸﾁ ｾﾝｼｭｳ 東京都 11 小泉　移山 ｺｲｽﾞﾐ ｲｻﾞﾝ 東京都

11 金子　閣亭 ｶﾈｺ ｶｸﾃｲ 神奈川県 16 菊池　洋子 ｷｸﾁ ﾖｳｺ 東京都 25 小泉　享子 ｺｲｽﾞﾐ ｷｮｳｺ 埼玉県

16 金子　圭琇 ｶﾈｺ ｹｲｼｭｳ 神奈川県 11 菊池　李佳 ｷｸﾁ ﾘｶ 神奈川県 32 小泉　純子 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県

7 金子　美流 ｶﾈｺ ﾋﾞﾘｭｳ 北海道 19 木下　松香 ｷｼﾀ ｼｮｳｺｳ 埼玉県 16 小泉　華 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 千葉県

30 金子　良渓 ｶﾈｺ ﾘｮｳｹｲ 神奈川県 34 岸田　裕香 ｷｼﾀﾞ ﾕｳｺ 東京都 13 小井手澄月 ｺｲﾃﾞ ﾁｮｳｹﾞﾂ 埼玉県

23 兼丸　苳瑩 ｶﾈﾏﾙ ﾄｳｴｲ 埼玉県 4 北岡　琳川 ｷﾀｵｶ ﾘﾝｾﾝ 神奈川県 32 神崎　麻苑 ｺｳｻﾞｷ ﾏｴﾝ 山口県

33 兼丸　七海 ｶﾈﾏﾙ ﾅﾅﾐ 埼玉県 21 北野　照碩 ｷﾀﾉ ｼｮｳｾｷ 北海道 3 合田　星華 ｺﾞｳﾀﾞ ｾｲｶ 東京都

30 鹿野　翆玉 ｶﾉ ｽｲｷﾞｮｸ 埼玉県 32 北野　瑞鳳 ｷﾀﾉ ｽﾞｲﾎｳ 北海道 20 河内　綾仙 ｺｳﾁ ﾘｮｳｾﾝ 山口県

19 加納　純香 ｶﾉｳ ｼﾞｭﾝｶ 千葉県 4 北原　滄秋 ｷﾀﾊﾗ ｿｳｼｭｳ 東京都 26 幸福　啓嬰 ｺｳﾌｸ ｹｲｴｲ 神奈川県

7 鎌田　志希 ｶﾏﾀ ｼｷ 千葉県 26 北原　友紀 ｷﾀﾊﾗ ﾕｷ 埼玉県 32 小久保幸子 ｺｸﾎﾞ ｻﾁｺ 東京都

30 鎌田　静子 ｶﾏﾀ ｼｽﾞｺ 千葉県 3 北見　琇紅 ｷﾀﾐ ｼｭｳｺｳ 神奈川県 33 小久保友良 ｺｸﾎﾞ ﾕﾗ 千葉県

34 鎌田　優貴 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 北海道 35 北村　咲奈 ｷﾀﾑﾗ ｻﾅ 新潟県 25 小暮　凰翠 ｺｸﾞﾚ ｺｳｽｲ 東京都

18 鎌田　優泉 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｾﾝ 香川県 37 北村　静豊 ｷﾀﾑﾗ ｾｲﾎｳ 東京都 35 小坂　紗奈 ｺｻｶ ｽｽﾞﾅ 東京都

33 上口龍一郎 ｶﾐｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 東京都 9 北村　鳳雪 ｷﾀﾑﾗ ﾎｳｾﾂ 神奈川県 34 小﨑　紅舟 ｺｻﾞｷ ｺｳｼｭｳ 埼玉県

29 上條真沙子 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｻｺ 山梨県 10 北山　成子 ｷﾀﾔﾏ ｾｲｺ 茨城県 15 小島　翔香 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｶ 東京都

27 神永　花瑶 ｶﾐﾅｶﾞ ｶﾖｳ 茨城県 32 木下　愛華 ｷﾉｼﾀ ｱｲｶ 埼玉県 9 小島　祥泉 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｾﾝ 千葉県

8 神長　蘭径 ｶﾐﾅｶﾞ ﾗﾝｹｲ 茨城県 14 木下　紅蘭 ｷﾉｼﾀ ｺｳﾗﾝ 東京都 7 小島　緑痕 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｯｺﾝ 千葉県

31 亀海　　彩 ｶﾒｶﾞｲ ｱﾔ 青森県 25 木下　桃花 ｷﾉｼﾀ ﾄｳｶ 東京都 20 小杉　霄 ｺｽｷﾞ ｼｮｳｺｳ 茨城県

33 香山　恵舟 ｶﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 神奈川県 29 木根　敏翠 ｷﾉﾈ ﾋﾞﾝｽｲ 埼玉県 27 小菅　玉蘭 ｺｽｹﾞ ｷﾞｮｸﾗﾝ 茨城県

27 刈間　惠果 ｶﾘﾏ ｹｲｶ 神奈川県 33 木村　節子 ｷﾑﾗ ｾﾂｺ 香川県 36 五代富美子 ｺﾞﾀﾞｲ ﾄﾐｺ 栃木県

30 刈谷菜都紀 ｶﾘﾔ ﾅﾂｷ 新潟県 32 木村　陽子 ｷﾑﾗ ﾖｳｺ 栃木県 5 児玉　瑛秋 ｺﾀﾞﾏ ｴｲｼｭｳ 東京都

33 刈谷　陽菜 ｶﾘﾔ ﾊﾙﾅ 新潟県 37 吉良美七海 ｷﾗ ﾐﾅﾐ 福岡県 37 小玉　洋子 ｺﾀﾞﾏ ﾖｳｺ 長野県

33 川合　沙幸 ｶﾜｲ ｻﾕｷ 千葉県 く 34 日下　春香 ｸｻｶ ﾊﾙｶ 神奈川県 10 児玉　玲湖 ｺﾀﾞﾏ ﾚｲｺ 茨城県

6 河合　菖汀 ｶﾜｲ ｼｮｳﾃｲ 千葉県 33 日下　良亰 ｸｻｶ ﾘｮｳｹｲ 神奈川県 9 東風　茗雨 ｺﾁ ﾒｲｳ 千葉県

13 河合　俊枝 ｶﾜｲ ﾄｼｴ 静岡県 35 工藤　悦子 ｸﾄﾞｳ ｴﾂｺ 埼玉県 10 小番　彩峰 ｺﾂｶﾞｲ ｻｲﾎｳ 東京都

22 川合　佑香 ｶﾜｲ ﾕｶ 静岡県 23 工藤　琴静 ｸﾄﾞｳ ｷﾝｾｲ 茨城県 32 小寺　薫子 ｺﾃﾗ ｶｵﾙｺ 東京都

30 川合　容子 ｶﾜｲ ﾖｳｺ 北海道 34 工藤　紫陽 ｸﾄﾞｳ ｼﾖｳ 北海道 34 後藤　重子 ｺﾞﾄｳ ｼｹﾞｺ 東京都

32 川合　藍流 ｶﾜｲ ﾗﾝﾘｭｳ 埼玉県 4 工藤　文園 ｸﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｴﾝ 北海道 34 後藤　春園 ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝｴﾝ 北海道

8 川上　栖竹 ｶﾜｶﾐ ｾｲﾁｸ 千葉県 36 久能　廣洋 ｸﾉｳ ｺｳﾖｳ 千葉県 10 後藤　菁雨 ｺﾞﾄｳ ｾｲｳ 東京都

26 川北　由香 ｶﾜｷﾀ ﾕｶ 東京都 14 久能　廣洋 ｸﾉｳ ｺｳﾖｳ 千葉県 32 後藤　夢斗 ｺﾞﾄｳ ﾕﾒﾄ 北海道

21 河口　映紅 ｶﾜｸﾞﾁ ｴｲｺｳ 東京都 23 久保　駿洋 ｸﾎﾞ ｼｭﾝﾖｳ 千葉県 33 小藤田雙秋 ｺﾄｳﾀﾞ ｿｳｼｭｳ 東京都

24 川口　智子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 東京都 8 窪　　菁園 ｸﾎﾞ ｾｲｴﾝ 茨城県 23 小中　淳子 ｺﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫県

30 川口　良綵 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳｻｲ 神奈川県 23 久保　芳彩 ｸﾎﾞ ﾎｳｻｲ 埼玉県 24 後野　陽子 ｺﾞﾉ ﾖｳｺ 神奈川県

34 河口　良茜 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳｾﾝ 東京都 23 久保　良倖 ｸﾎﾞ ﾘｮｳｺｳ 神奈川県 35 小林　彩水 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｲｽｲ 長野県

20 川崎　彩夏 ｶﾜｻｷ ｻｲｶ 東京都 18 久保井洋峰 ｸﾎﾞｲ ﾖｳﾎｳ 山梨県 12 小林　幸子 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ 東京都

29 川﨑　菁禮 ｶﾜｻｷ ｾｲﾚｲ 茨城県 32 久保田雪窓 ｸﾎﾞﾀ ｾｯｿｳ 広島県 11 小林　幸子 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ 東京都

33 川島　彩乃 ｶﾜｼﾏ ｱﾔﾉ 埼玉県 37 熊谷　初江 ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾂｴ 神奈川県 36 小林　節子 ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾂｺ 長野県

20 川島　蕙舟 ｶﾜｼﾏ ｹｲｼｭｳ 茨城県 33 熊谷　洋子 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｳｺ 長野県 17 小林　蒼雪 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｾﾂ 神奈川県

34 川島　周子 ｶﾜｼﾏ ﾁｶｺ 北海道 19 倉　　康風 ｸﾗ ｺｳﾌｳ 東京都 15 小林　桃筌 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｾﾝ 東京都

6 川嶋　坡景 ｶﾜｼﾏ ﾊｹｲ 静岡県 26 栗﨑　佳芳 ｸﾘｻﾞｷ ｶﾎｳ 埼玉県 37 小林　知美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 新潟県

3 川津　松翠 ｶﾜﾂﾞ ｼｮｳｽｲ 千葉県 26 車田　杏霞 ｸﾙﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ 埼玉県 28 小林　直好 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾖｼ 長野県

34 川西　翠香 ｶﾜﾆｼ ｽｲｺｳ 千葉県 8 呉田　真琴 ｸﾚﾀ ｼﾝｷﾝ 広島県 36 小林富貴子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｷｺ 神奈川県

24 河野　西鳳 ｶﾜﾉ ｾｲﾎｳ 神奈川県 37 黒岩　姚茜 ｸﾛｲﾜ ﾖｳｾﾝ 東京都 14 小林富貴子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｷｺ 神奈川県

23 川野　良楓 ｶﾜﾉ ﾘｮｳﾌｳ 神奈川県 8 黒川　喜代 ｸﾛｶﾜ ｷﾖ 東京都 13 小林　美優 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 新潟県

13 河端　越山 ｶﾜﾊﾞﾀ ｴﾂｻﾞﾝ 千葉県 20 黒川　寿蕙 ｸﾛｶﾜ ｼﾞｭｹｲ 千葉県 25 小林　柳香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｺｳ 東京都

29 川原　和穂 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾎ 神奈川県 37 黒澤　芳 ｸﾛｻﾜ ﾎｳｼﾞｭ 東京都 15 小林　綾花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 東京都

34 川𠩤ゆかり ｶﾜﾊﾗ ﾕｶﾘ 大阪府 37 黒田　恵泉 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｾﾝ 千葉県 29 小林　和月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｹﾞﾂ 千葉県

13 川村　博子 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｺ 東京都 12 黒田　祥園 ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳｴﾝ 東京都 29 小林　恵月 ｺﾊﾞﾔｼｹｲｹﾞﾂ 福島県

28 河本　節子 ｶﾜﾓﾄ ｾﾂｺ 神奈川県 11 黒田　祥園 ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳｴﾝ 東京都 20 駒形　晃石 ｺﾏｶﾞﾀ ｺｳｾｷ 新潟県

21 河本　良 ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞﾝ 神奈川県 27 桑島　令艸 ｸﾜｼﾞﾏ ﾘｮｳｿｳ 茨城県 9 小松　古松 ｺﾏﾂ ｺｼｮｳ 神奈川県

23 神田　彩舟 ｶﾝﾀﾞ ｻｲｼｭｳ 長野県 こ 5 五井　修水 ｺﾞｲ ｼｭｳｽｲ 香川県 14 小松　良玄 ｺﾏﾂ ﾘｮｳｹﾞﾝ 神奈川県



26 小室　朗秋 ｺﾑﾛ ﾛｳｼｭｳ 東京都 15 佐藤　薫泉 ｻﾄｳ ｸﾝｾﾝ 埼玉県 14 下田美智子 ｼﾓﾀﾞ ﾐﾁｺ 千葉県

34 小森　韻巴 ｺﾓﾘ ｵﾄﾊ 福岡県 22 佐藤　恵華 ｻﾄｳ ｹｲｶ 北海道 23 下東　蘭生 ｼﾓﾋｶﾞｼ ﾗﾝｾｲ 東京都

30 小柳　玲奈 ｺﾔﾅｷﾞ ﾚﾅ 北海道 27 佐藤　恵子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 埼玉県 26 下森　昭峰 ｼﾓﾓﾘ ｼｮｳﾎｳ 北海道

6 小山　紅春 ｺﾔﾏ ｺｳｼｭﾝ 東京都 14 佐藤　煌果 ｻﾄｳ ｺｳｶ 埼玉県 35 釋　　美貴 ｼｬｸ ﾐｷ 東京都

37 小山　秀華 ｺﾔﾏ ｼｭｳｶ 長野県 13 佐藤　紅玉 ｻﾄｳ ｺｳｷﾞｮｸ 埼玉県 9 東海林春泉 ｼｮｳｼﾞ ｼｭﾝｾﾝ 千葉県

35 小山　秀華 ｺﾔﾏ ｼｭｳｶ 長野県 5 佐藤　香葩 ｻﾄｳ ｺｳﾊ 千葉県 4 東海林千春 ｼｮｳｼﾞ ﾁﾊﾙ 千葉県

34 権田　彩花 ｺﾞﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 東京都 14 佐藤　公峰 ｻﾄｳ ｺｳﾎｳ 山梨県 32 庄司理津子 ｼｮｳｼﾞ ﾘﾂｺ 長野県

7 近藤　宗龍 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾘｭｳ 福島県 5 佐藤　愁香 ｻﾄｳ ｼｭｳｺｳ 福島県 29 白井以知子 ｼﾗｲ ｲﾁｺ 東京都

22 近藤　冨仙 ｺﾝﾄﾞｳ ﾌｾﾝ 千葉県 28 佐藤　翔葉 ｻﾄｳ ｼｮｳﾖｳ 埼玉県 6 白井　富代 ｼﾗｲ ﾄﾐﾖ 香川県

23 近藤　邦雪 ｺﾝﾄﾞｳ ﾎｳｾﾂ 東京都 27 佐藤　翠光 ｻﾄｳ ｽｲｺｳ 埼玉県 37 白川　輝雲 ｼﾗｶﾜ ｷｳﾝ 福島県

24 近藤　邦雪 ｺﾝﾄﾞｳ ﾎｳｾﾂ 東京都 5 佐藤　翠峰 ｻﾄｳ ｽｲﾎｳ 北海道 31 白相　恵峰 ｼﾗｿｳ ｹｲﾎｳ 千葉県

37 近藤美佐子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｻｺ 神奈川県 29 佐藤　泉雲 ｻﾄｳ ｾﾝｳﾝ 新潟県 36 新宮　恵美 ｼﾝｸﾞｳ ｴﾐ 埼玉県

さ 3 齋藤　郁子 ｻｲﾄｳ ｲｸｺ 千葉県 35 佐藤　直彩 ｻﾄｳ ﾁｮｸｻｲ 北海道 す 24 菅沼　蓮容 ｽｶﾞﾇﾏ ﾚﾝﾖｳ 東京都

15 斎藤　馨水 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｲ 埼玉県 29 佐藤　直彩 ｻﾄｳ ﾁｮｸｻｲ 北海道 12 杉浦　華桂 ｽｷﾞｳﾗ ｶｹｲ 東京都

31 斎藤　桂葉 ｻｲﾄｳ ｹｲﾖｳ 新潟県 24 佐藤　伸子 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｺ 東京都 11 杉浦　華桂 ｽｷﾞｳﾗ ｶｹｲ 東京都

27 斉藤　紅藻 ｻｲﾄｳ ｺｳｿｳ 千葉県 35 佐藤　美翆 ｻﾄｳ ﾋﾞｽｲ 北海道 29 杉浦　竹翠 ｽｷﾞｳﾗ ﾁｸｽｲ 愛知県

30 斎藤　俊子 ｻｲﾄｳ ﾄｼｺ 埼玉県 4 佐藤　弘子 ｻﾄｳ ﾋﾛｺ 千葉県 37 杉本　大幸 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｺｳ 北海道

29 齋藤　美澡 ｻｲﾄｳ ﾋﾞｿｳ 東京都 30 佐藤　舞祐 ｻﾄｳ ﾏﾕ 埼玉県 19 杉本　苳玲 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｳﾚｲ 東京都

14 斎藤　麻弥 ｻｲﾄｳ ﾏﾔ 千葉県 28 佐藤　泰子 ｻﾄｳ ﾔｽｺ 神奈川県 5 杉本　善子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼｺ 東京都

36 斉藤　美来 ｻｲﾄｳ ﾐｸ 埼玉県 31 佐藤　結依 ｻﾄｳ ﾕｲ 東京都 36 杉山　菜央 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵ 東京都

37 齋藤　瑞稀 ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 新潟県 7 佐藤　游翠 ｻﾄｳ ﾕｳｽｲ 埼玉県 36 鈴井美知子 ｽｽﾞｲ ﾐﾁｺ 東京都

7 齋藤　宮子 ｻｲﾄｳ ﾐﾔｺ 神奈川県 36 佐藤由紀子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 神奈川県 27 鈴井美知子 ｽｽﾞｲ ﾐﾁｺ 東京都

15 嵯峨　帶琳 ｻｶﾞ ﾀｲﾘﾝ 東京都 4 佐藤　容齋 ｻﾄｳ ﾖｳｻｲ 東京都 30 鈴木　彩加 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 東京都

30 嵯峨　琅雨 ｻｶﾞ ﾛｳｳ 東京都 36 佐藤　来鶴 ｻﾄｳ ﾗｲｶｸ 神奈川県 15 鈴木　映豊 ｽｽﾞｷ ｴｲﾎｳ 東京都

35 境　　夏樹 ｻｶｲ ﾅﾂｷ 福岡県 35 佐藤　璃音 ｻﾄｳ ﾘﾉﾝ 長野県 36 鈴木　和行 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県

29 酒井　祐衣 ｻｶｲ ﾕｲ 千葉県 32 佐藤　亮子 ｻﾄｳ ﾘｮｳｺ 千葉県 29 鈴木　景秀 ｽｽﾞｷ ｹｲｼｭｳ 東京都

31 栄　　計雲 ｻｶｴ ｹｲｳﾝ 広島県 23 佐藤　玲花 ｻﾄｳ ﾚｲｶ 埼玉県 14 鈴木　恵峰 ｽｽﾞｷ ｹｲﾎｳ 山梨県

37 栄　　計雲 ｻｶｴ ｹｲｳﾝ 広島県 31 佐野　唯花 ｻﾉ ｲﾂｶ 新潟県 33 鈴木　香苑 ｽｽﾞｷ ｺｳｴﾝ 福島県

33 坂爪　爽俊 ｻｶﾂﾒ ｿｳｼｭﾝ 北海道 29 佐野　翠玲 ｻﾉ ｽｲﾚｲ 東京都 10 鈴木　幸風 ｽｽﾞｷ ｺｳﾌｳ 千葉県

33 坂本　輝紅 ｻｶﾓﾄ ｷｺｳ 神奈川県 15 佐野　暢石 ｻﾉ ﾁｮｳｾｷ 東京都 33 鈴木　康雄 ｽｽﾞｷ ｺｳﾕｳ 千葉県

6 坂本　吟秋 ｻｶﾓﾄ ｷﾞﾝｼｭｳ 熊本県 31 澤田奈奈美 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾅﾐ 青森県 37 鈴木　清加 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 東京都

34 坂本　幸司 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 東京都 し 34 椎木　一歩 ｼｲｷﾞ ｲﾁﾎ 茨城県 37 鈴木　重壱 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｲﾁ 新潟県

26 坂本　珠扇 ｻｶﾓﾄ ｼｭｾﾝ 埼玉県 33 志田真理子 ｼﾀﾞ ﾏﾘｺ 千葉県 5 鈴木　帯泉 ｽｽﾞｷ ﾀｲｾﾝ 神奈川県

35 阪本　利光 ｻｶﾓﾄ ﾘｺｳ 三重県 33 紫野　欽堂 ｼﾉ ｷﾝﾄﾞｳ 千葉県 26 鈴木　民代 ｽｽﾞｷ ﾀﾐﾖ 東京都

13 櫻井　浩壱 ｻｸﾗｲ ｺｳｲﾁ 長野県 24 篠田　映溪 ｼﾉﾀﾞ ｴｲｹｲ 東京都 3 鈴木　艶子 ｽｽﾞｷ ﾂﾔｺ 埼玉県

33 櫻井　澡恵 ｻｸﾗｲ ｿｳｹｲ 東京都 20 篠田　皓月 ｼﾉﾀﾞ ｺｳｹﾞﾂ 千葉県 34 鈴木　菜央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 静岡県

7 櫻井　浦石 ｻｸﾗｲ ﾎｾｷ 東京都 27 篠田　皓月 ｼﾉﾀﾞ ｺｳｹﾞﾂ 千葉県 29 鈴木　夏子 ｽｽﾞｷ ﾅﾂｺ 神奈川県

37 桜井　正美 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾐ 長野県 4 柴田　彩舟 ｼﾊﾞﾀ ｻｲｼｭｳ 東京都 28 鈴木　白陽 ｽｽﾞｷ ﾊｸﾖｳ 茨城県

4 櫻田　東紅 ｻｸﾗﾀﾞ ﾄｳｺｳ 千葉県 29 柴田　祥園 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｴﾝ 東京都 22 鈴木　久子 ｽｽﾞｷ ﾋｻｺ 静岡県

16 櫻田　東龍 ｻｸﾗﾀﾞ ﾄｳﾘｭｳ 千葉県 28 柴田　祥園 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｴﾝ 東京都 28 鈴木　美江 ｽｽﾞｷ ﾐｴ 東京都

31 櫻田登美江 ｻｸﾗﾀﾞ ﾄﾐｴ 千葉県 37 柴田　美侑 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾕ 大阪府 35 鈴木　美音 ｽｽﾞｷ ﾐｵﾝ 神奈川県

20 佐甲　鳩琴 ｻｺｳ ｷｭｳｷﾝ 山口県 28 柴田　麗華 ｼﾊﾞﾀ ﾚｲｶ 北海道 34 鈴木美代子 ｽｽﾞｷ ﾐﾖｺ 神奈川県

34 峪口　紅霞 ｻｺｸﾞﾁ ｺｳｶ 三重県 7 渋谷　絹子 ｼﾌﾞﾔ ｷﾇｺ 埼玉県 24 鈴木友佳子 ｽｽﾞｷ ﾕｶｺ 東京都

29 峪口　紅霞 ｻｺｸﾞﾁ ｺｳｶ 三重県 8 嶋口　一葉 ｼﾏｸﾞﾁ ｲﾁﾖｳ 千葉県 26 鈴木　葉子 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 香川県

28 迫田　佳穂 ｻｺﾀﾞ ｶｽｲ 東京都 34 島崎　良星 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｾｲ 神奈川県 37 鈴木　緑風 ｽｽﾞｷ ﾘｮｸﾌｳ 和歌山県

4 笹川　秀華 ｻｻｶﾜ ｼｭｳｶ 北海道 30 嶋田　琴香 ｼﾏﾀﾞ ｷﾝｶ 埼玉県 31 鈴関安珠弥 ｽｽﾞｾﾞｷ ｱｽﾐ 埼玉県

31 佐々木佐代子 ｻｻｷ ｻﾖｺ 神奈川県 30 島田　小燈 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾄｳ 東京都 7 須田　千畦 ｽﾀﾞ ｾﾝｹｲ 北海道

37 佐々木大也 ｻｻｷ ﾀﾞｲﾔ 神奈川県 35 嶋田　時子 ｼﾏﾀﾞ ﾄｷｺ 大阪府 4 須田　凌丘 ｽﾀﾞ ﾘｮｳｷｭｳ 千葉県

27 佐々木美由紀 ｻｻｷ ﾐﾕｷ 茨城県 34 島田　直子 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 神奈川県 32 須藤　苑風 ｽﾄﾞｳ ｴﾝﾌﾟｳ 埼玉県

31 佐々木陽穂 ｻｻｷ ﾖｳｽｲ 東京都 35 島田　直子 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 神奈川県 29 須藤　幸枝 ｽﾄﾞｳ ｻﾁｴ 千葉県

33 笹口　　舞 ｻｻｸﾞﾁ ﾏｲ 宮城県 13 嶋村　圭水 ｼﾏﾑﾗ ｹｲｽｲ 東京都 27 須藤　南扇 ｽﾄﾞｳ ﾅﾝｾﾝ 神奈川県

37 佐藤　敦子 ｻﾄｳ ｱﾂｺ 神奈川県 36 嶋村　朝水 ｼﾏﾑﾗ ﾁｮｳｽｲ 神奈川県 6 須藤　蘭雪 ｽﾄﾞｳ ﾗﾝｾﾂ 北海道

34 佐藤　綾香 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 東京都 20 清水　恵子 ｼﾐｽﾞ ｹｲｺ 埼玉県 せ 37 清野　真未 ｾｲﾉ ﾏﾐ 北海道

18 佐藤あゆ子 ｻﾄｳ ｱﾕｺ 東京都 27 清水　春錦 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｷﾝ 東京都 31 瀬尾　天耀 ｾｵ ﾃﾝﾖｳ 神奈川県

30 佐藤　可愛 ｻﾄｳ ｶｱｲ 千葉県 33 清水　文翠 ｼﾐｽﾞ ﾌﾞﾝｽｲ 長野県 36 関　　舞子 ｾｷ ﾏｲｺ 茨城県

32 佐藤　杏華 ｻﾄｳ ｷｮｳｶ 福岡県 36 清水ゆり子 ｼﾐｽﾞ ﾕﾘｺ 神奈川県 34 関　　和幸 ｾｷ ﾜｺｳ 茨城県



14 関口　皓方 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾎｳ 東京都 26 滝澤　玲石 ﾀｷｻﾞﾜ ﾚｲｾｷ 東京都 ち 27 千葉恵美子 ﾁﾊﾞ ｴﾐｺ 東京都

18 関口　珠恵 ｾｷｸﾞﾁ ｼｭｹｲ 埼玉県 16 瀧野　朋子 ﾀｷﾉ ﾄﾓｺ 東京都 4 千葉　豊翠 ﾁﾊﾞ ﾎｳｽｲ 北海道

20 関根　良尚 ｾｷﾈ ﾘｮｳｼｭｳ 神奈川県 5 田口　窓峰 ﾀｸﾞﾁ ｿｳﾎｳ 東京都 36 千葉　光子 ﾁﾊﾞ ﾐﾂｺ 東京都

8 関原千惠子 ｾｷﾊﾗ ﾁｴｺ 東京都 28 田口　明笙 ﾀｸﾞﾁ ﾐｮｳｼｮｳ 北海道 31 千葉　優子 ﾁﾊﾞ ﾕｳｺ 東京都

28 関谷　嬋洋 ｾｷﾔ ｾﾝﾖｳ 千葉県 27 武石　香泉 ﾀｹｲｼ ｺｳｾﾝ 東京都 36 中條　満夫 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾐﾂｵ 千葉県

3 瀬波　雪華 ｾﾅﾐ ｾｯｶ 埼玉県 14 竹内　朱美 ﾀｹｳﾁ ｱｹﾐ 静岡県 つ 18 對比地貴子 ﾂｲﾋｼﾞ ﾀｶｺ 東京都

17 瀬之口宗悦 ｾﾉｸﾞﾁ ｿｳｴﾂ 神奈川県 6 竹内　鴻雪 ﾀｹｳﾁ ｺｳｾﾂ 北海道 34 塚田せつ子 ﾂｶﾀﾞ ｾﾂｺ 茨城県

13 瀬谷　洸石 ｾﾔ ｺｳｾｷ 茨城県 31 武内　寿々 ﾀｹｳﾁ ｽｽﾞ 東京都 29 塚原　蓮香 ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝｶ 福島県

35 芹澤　早紀 ｾﾘｻﾜ ｻｷ 東京都 28 竹内　豊穂 ﾀｹｳﾁ ﾎｳｽｲ 香川県 19 塚本　玲子 ﾂｶﾓﾄ ﾚｲｺ 東京都

37 芹澤　早紀 ｾﾘｻﾜ ｻｷ 東京都 7 竹下　明雪 ﾀｹｼﾀ ﾒｲｾﾂ 埼玉県 34 辻　ひとみ ﾂｼﾞ ﾋﾄﾐ 神奈川県

13 芹澤　和風 ｾﾘｻﾞﾜ ﾜﾌｳ 千葉県 36 竹田　幸苑 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｴﾝ 北海道 28 辻　　蓮玉 ﾂｼﾞ ﾚﾝｷﾞｮｸ 埼玉県

そ 4 五月女寿郷 ｿｳﾄﾒ ｼﾞｭｷｮｳ 千葉県 35 武森　清香 ﾀｹﾓﾘ ｻﾔｶ 北海道 17 對馬　朴谷 ﾂｼﾏ ﾎｳｺｸ 北海道

21 五月女清泉 ｿｳﾄﾒ ｾｲｾﾝ 千葉県 25 武山　智子 ﾀｹﾔﾏ ﾄﾓｺ 東京都 6 津田　静風 ﾂﾀﾞ ｾｲﾌｳ 北海道

17 蘇木　信子 ｿﾉｷ ﾉﾌﾞｺ 東京都 10 田島　霞舟 ﾀｼﾞﾏ ｶｼｭｳ 東京都 35 土田　空羅 ﾂﾁﾀﾞ ｿﾗ 新潟県

36 染谷　茜楓 ｿﾒﾔ ｾﾝﾌﾟｳ 東京都 3 田島　三沙 ﾀｼﾞﾏ ﾐｻ 東京都 6 土屋　彩明 ﾂﾁﾔ ｻｲﾒｲ 新潟県

33 染矢　ゆり ｿﾒﾔ ﾕﾘ 東京都 10 多田　公陽 ﾀﾀﾞ ｺｳﾖｳ 千葉県 23 土屋　真水 ﾂﾁﾔ ｼﾝｽｲ 千葉県

た 29 田内　爐雪 ﾀｳﾁ ﾛｾﾂ 神奈川県 36 多田　彩園 ﾀﾀﾞ ｻｲｴﾝ 茨城県 3 土屋　信泉 ﾂﾁﾔ ｼﾝｾﾝ 埼玉県

33 田尾　友創 ﾀｵ ﾕｳｿｳ 三重県 3 多田　露香 ﾀﾀﾞ ﾛｺｳ 東京都 35 土屋　静月 ﾂﾁﾔ ｾｲｹﾞﾂ 長野県

36 髙井　美羽 ﾀｶｲ ﾐｳ 新潟県 6 田宝　瑞峰 ﾀﾀﾞｶﾗ ｽﾞｲﾎｳ 山梨県 30 土屋　夏子 ﾂﾁﾔ ﾅﾂｺ 東京都

7 高井　葉風 ﾀｶｲ ﾖｳﾌｳ 千葉県 31 立石　小雛 ﾀﾃｲｼ ｺﾋﾅ 埼玉県 13 常泉木久泉 ﾂﾈｲｽﾞﾐ ｷｸｾﾝ 千葉県

27 髙井　良栞 ﾀｶｲ ﾘｮｳｶﾝ 神奈川県 36 舘野　佳芳 ﾀﾃﾉ ｶﾎｳ 神奈川県 32 角田あみ瑠 ﾂﾉﾀﾞ ｱﾐﾙ 東京都

9 髙市　乾外 ﾀｶｲﾁ ｹﾝｶﾞｲ 東京都 31 舘山　侑奈 ﾀﾃﾔﾏ ﾕｳﾅ 青森県 16 角田　香翆 ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｽｲ 東京都

4 高尾　幸竹 ﾀｶｵ ｺｳﾁｸ 千葉県 33 田中　彩葉 ﾀﾅｶ ｱﾔﾊ 新潟県 37 坪田　恵子 ﾂﾎﾞﾀ ｹｲｺ 東京都

27 髙木　悦舟 ﾀｶｷﾞ ｴｯｼｭｳ 神奈川県 33 田中あゆみ ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 千葉県 21 積田　智子 ﾂﾐﾀ ﾄﾓｺ 千葉県

29 髙木　悦舟 ﾀｶｷﾞ ｴｯｼｭｳ 神奈川県 34 田中　華水 ﾀﾅｶ ｶｽｲ 福島県 2 津村　廂雨 ﾂﾑﾗ ｼｮｳｳ 千葉県

37 髙木　翠香 ﾀｶｷﾞ ｽｲｺｳ 埼玉県 4 田中　紫水 ﾀﾅｶ ｼｽｲ 千葉県 4 露﨑　小蘭 ﾂﾕｻﾞｷ ｼｮｳﾗﾝ 神奈川県

2 高木　筌舟 ﾀｶｷﾞ ｾﾝｼｭｳ 埼玉県 29 田中　章子 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺ 北海道 て 2 寺坂　一燈 ﾃﾗｻｶ ｲｯﾄｳ 神奈川県

30 髙島佳代子 ﾀｶｼﾏ ｶﾖｺ 東京都 35 田中　瑞月 ﾀﾅｶ ｽﾞｲｹﾞﾂ 千葉県 と 15 十枝　麗月 ﾄｴﾀﾞ ﾚｲｹﾞﾂ 東京都

37 髙田　桔梗 ﾀｶﾀﾞ ｷｷｮｳ 大阪府 32 田中　澄枝 ﾀﾅｶ ｽﾐｴ 東京都 35 遠谷　澄翆 ﾄｵﾔ ﾁｮｳｽｲ 北海道

15 高田　茂美 ﾀｶﾀ ｼｹﾞﾐ 東京都 14 田中　好代 ﾀﾅｶ ｽﾐﾖ 千葉県 22 遠山　妙鳳 ﾄｵﾔﾏ ﾐｮｳﾎｳ 神奈川県

17 鷹取　仁陽 ﾀｶﾄﾘ ｼﾞﾝﾖｳ 山梨県 3 田中　泉心 ﾀﾅｶ ｾﾝｼﾝ 埼玉県 32 時松あかり ﾄｷﾏﾂ ｱｶﾘ 千葉県

6 高梨　昭子 ﾀｶﾅｼ ｱｷｺ 千葉県 13 田中　奏風 ﾀﾅｶ ｿｳﾌｳ 千葉県 7 時松　潤玉 ﾄｷﾏﾂ ｼﾞｭﾝｷﾞｮｸ 千葉県

34 高梨　廂桃 ﾀｶﾅｼ ｼｮｳﾄｳ 東京都 5 田中　箏和 ﾀﾅｶ ｿｳﾜ 埼玉県 35 徳田　美香 ﾄｸﾀﾞ ﾐｶ 東京都

15 髙橋　玉堂 ﾀｶﾊｼ ｷﾞｮｸﾄﾞｳ 北海道 35 田中　蘇星 ﾀﾅｶ ｿｾｲ 埼玉県 36 徳永　光起 ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｷ 北海道

2 高橋　春陽 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾖｳ 東京都 15 田中　蘇星 ﾀﾅｶ ｿｾｲ 埼玉県 30 徳政　康代 ﾄｸﾏｻ ﾔｽﾖ 千葉県

16 高橋　萃香 ﾀｶﾊｼ ｽｲｺｳ 神奈川県 16 田中　苳瞬 ﾀﾅｶ ﾄｳｼｭﾝ 東京都 32 徳本　希香 ﾄｸﾓﾄ ｷｺｳ 山口県

9 高橋　純子 ﾀｶﾊｼ ｽﾐｺ 千葉県 32 田中　俊江 ﾀﾅｶ ﾄｼｴ 東京都 13 徳本　清子 ﾄｸﾓﾄ ｷﾖｺ 東京都

28 高橋　節鳳 ﾀｶﾊｼ ｾﾂﾎｳ 千葉県 35 田中　白雲 ﾀﾅｶ ﾊｸｳﾝ 静岡県 26 十倉　詠香 ﾄｸﾗ ｴｲｺｳ 茨城県

12 髙橋　蒼玄 ﾀｶﾊｼ ｿｳｹﾞﾝ 神奈川県 31 田中　陽菜 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 東京都 22 戸塚　玉泉 ﾄﾂｶ ｷﾞｮｸｾﾝ 北海道

11 髙橋　蒼玄 ﾀｶﾊｼ ｿｳｹﾞﾝ 神奈川県 23 田中　　宏 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 東京都 29 戸塚　玉泉 ﾄﾂｶ ｷﾞｮｸｾﾝ 北海道

27 高橋　奏香 ﾀｶﾊｼ ｿｳｺｳ 東京都 14 田中　瑞保 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 東京都 36 富澤　南汀 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾅﾝﾃｲ 東京都

34 髙橋　朋子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 新潟県 34 田中　蘭華 ﾀﾅｶ ﾗﾝｶ 千葉県 32 冨田　直子 ﾄﾐﾀ ﾅｵｺ 埼玉県

30 髙橋　史憲 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾉﾘ 千葉県 32 田鍋　裕三 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 29 富田　広美 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾐ 神奈川県

37 髙橋　文代 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾖ 埼玉県 35 谷口　由夏 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｶ 東京都 36 富田　光雄 ﾄﾐﾀ ﾐﾂｵ 山梨県

17 髙橋　茗夏 ﾀｶﾊｼ ﾒｲｶ 千葉県 36 谷嶋美和乃 ﾀﾆｼﾏ ﾐﾜﾉ 東京都 12 富永　鳩山 ﾄﾐﾅｶﾞ ｷｭｳｻﾞﾝ 山口県

37 髙橋　幸恵 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｴ 北海道 31 谷本　凜佳 ﾀﾆﾓﾄﾘﾝｶ 茨城県 11 富永　鳩山 ﾄﾐﾅｶﾞ ｷｭｳｻﾞﾝ 山口県

16 髙橋　美江 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｴ 埼玉県 32 谷山　響南 ﾀﾆﾔﾏ ｷｮｳﾅﾝ 東京都 35 冨永　真依 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｲ 福岡県

36 高橋璃英紗 ﾀｶﾊｼ ﾘｴｻ 千葉県 31 田場　良令 ﾀﾊﾞ ﾘｮｳﾚｲ 神奈川県 12 友岡　秋英 ﾄﾓｵｶ ｼｭｳｴｲ 東京都

5 髙橋　玲光 ﾀｶﾊｼ ﾚｲｺｳ 北海道 29 田原　弘恵 ﾀﾊﾗ ﾋﾛｴ 千葉県 18 豊沢　江霞 ﾄﾖｻﾜ ｺｳｶ 東京都

15 高原　真貴 ﾀｶﾊﾗ ﾏｷ 千葉県 9 田原　芳琴 ﾀﾊﾗ ﾎｳｷﾝ 千葉県 3 豊田　柏翠 ﾄﾖﾀ ﾊｸｽｲ 千葉県

9 高宮　陽子 ﾀｶﾐﾔ ﾖｳｺ 東京都 29 玉川　透彗 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄｳｽｲ 福島県 な 24 内記　瀞秋 ﾅｲｷ ｾｲｼｭｳ 東京都

27 高柳　野香 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾔｺｳ 長野県 13 玉村　鳳春 ﾀﾏﾑﾗ ﾎｳｼｭﾝ 東京都 30 内藤　碧水 ﾅｲﾄｳ ﾍｷｽｲ 神奈川県

29 高山　葵燕 ﾀｶﾔﾏ ｷｴﾝ 福島県 29 田村　正和 ﾀﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 北海道 14 名内　玲玉 ﾅｳﾁ ﾚｲｷﾞｮｸ 神奈川県

17 高山　尚鶴 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳｶｸ 千葉県 23 樽谷　美圃 ﾀﾙﾀﾆ ﾐﾎ 富山県 16 直井　みさ ﾅｵｲ ﾐｻ 栃木県

35 寳崎　貴香 ﾀｶﾗｻﾞｷ ｷｺｳ 東京都 19 樽谷　美圃 ﾀﾙﾀﾆ ﾐﾎ 富山県 29 永井　閑水 ﾅｶﾞｲ ｶﾝｽｲ 茨城県

14 滝口　蘭邦 ﾀｷｸﾞﾁ ﾗﾝﾎｳ 千葉県 31 垂水　昌代 ﾀﾙﾐ ﾏｻﾖ 東京都 32 永井　朱紅 ﾅｶﾞｲ ｼｭｺｳ 北海道



33 永井　潤恵 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｹｲ 福島県 12 楢崎　華祥 ﾅﾗｻﾞｷ ｶｼｮｳ 東京都 29 早河　澄水 ﾊﾔｶﾜ ﾁｮｳｽｲ 東京都

32 永井　康彦 ﾅｶﾞｲ ﾔｽﾋｺ 千葉県 11 楢崎　華祥 ﾅﾗｻﾞｷ ｶｼｮｳ 東京都 33 林　　秋奈 ﾊﾔｼ ｱｷﾅ 宮崎県

27 長浦　竹芳 ﾅｶﾞｳﾗ ﾁｸﾎｳ 神奈川県 に 34 新倉　優月 ﾆｲｸﾗ ﾕｳｷ 埼玉県 19 林　　久美 ﾊﾔｼ ｸﾐ 東京都

18 長浦　竹芳 ﾅｶﾞｳﾗ ﾁｸﾎｳ 神奈川県 21 新美　和子 ﾆｲﾐ ｶｽﾞｺ 埼玉県 37 林　　泉聲 ﾊﾔｼ ｾﾝｾｲ 神奈川県

36 長尾　翠芳 ﾅｶﾞｵ ｽｲﾎｳ 東京都 33 西　　虹雪 ﾆｼ ｺｳｾﾂ 神奈川県 33 林　　武利 ﾊﾔｼ ﾀｹﾄ 埼玉県

26 中尾　仙桃 ﾅｶｵ ｾﾝﾄｳ 東京都 36 西池　真南 ﾆｼｲｹ ﾏﾅ 東京都 27 林　　北垂 ﾊﾔｼ ﾎｸｽｲ 埼玉県

30 中尾　仙桃 ﾅｶｵ ｾﾝﾄｳ 東京都 32 西岡　香芳 ﾆｼｵｶ ｶﾎｳ 三重県 35 林　　良玉 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｺﾞｸ 岐阜県

22 中尾　良宗 ﾅｶｵ ﾘｮｳｿｳ 神奈川県 34 西片　昌子 ﾆｼｶﾀ ﾏｻｺ 新潟県 19 林田　小葵 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｮｳｷ 埼玉県

16 中川　英雪 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｾﾂ 神奈川県 35 西川　穣山 ﾆｼｶﾜ ｼﾞｮｳｻﾞﾝ 東京都 32 早田奈津美 ﾊﾔﾀ ﾅﾂﾐ 福岡県

8 中川　啓玉 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｷﾞｮｸ 埼玉県 7 西嶌　澄子 ﾆｼｼﾞﾏ ｽﾐｺ 神奈川県 34 原　　恵翆 ﾊﾗ ｴｲｽｲ 北海道

17 中川　光葉 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳﾖｳ 千葉県 35 西田　義孝 ﾆｼﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 28 原　　翔亭 ﾊﾗ ｼｮｳﾃｲ 東京都

22 長廻　寛流 ﾅｶﾞｻｺ ｶﾝﾘｭｳ 北海道 15 西田　亮子 ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳｺ 神奈川県 28 原子　捜花 ﾊﾗｺ ｿｳｶ 茨城県

18 長澤　啓子 ﾅｶﾞｻﾜ ｹｲｺ 東京都 34 西野　直恵 ﾆｼﾉ ﾅｵｴ 千葉県 12 原田　弘琴 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷﾝ 東京都

2 長澤　桂蓮 ﾅｶﾞｻﾜ ｹｲﾚﾝ 埼玉県 22 西村　幽圃 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾎ 東京都 11 原田　弘琴 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷﾝ 東京都

22 中澤　耿山 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｻﾞﾝ 長野県 19 二宮紗矢香 ﾆﾉﾐﾔ ｻﾔｶ 神奈川県 10 原田　清琴 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲｷﾝ 東京都

16 長澤　光遥 ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳﾖｳ 埼玉県 27 丹羽　香翠 ﾆﾜ ｶｽｲ 北海道 5 原田　淡泉 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾝｾﾝ 埼玉県

31 永澤　陽奈 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾅ 埼玉県 ぬ 3 布川　知柳 ﾇﾉｶﾜ ﾁﾘｭｳ 東京都 32 半沢　松鳩 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｮｳｷｭｳ 東京都

19 中澤　良楽 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾗｸ 神奈川県 ね 23 根岸　魁秋 ﾈｷﾞｼ ｶｲｼｭｳ 東京都 29 半沢　松鳩 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｮｳｷｭｳ 東京都

25 中路美奈子 ﾅｶｼﾞ ﾐﾅｺ 東京都 30 根岸久美子 ﾈｷﾞｼ ｸﾐｺ 東京都 13 坂東　静子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｽﾞｺ 東京都

23 中嶋久美子 ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾐｺ 兵庫県 4 根岸　蝶秋 ﾈｷﾞｼ ﾁｮｳｼｭｳ 東京都 9 坂東　保枝 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾔｽｴ 千葉県

6 中島　光風 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾌｳ 宮城県 35 根岸　耀秋 ﾈｷﾞｼ ﾖｳｼｭｳ 埼玉県 ひ 35 東　恵利子 ﾋｶﾞｼ ｴﾘｺ 神奈川県

36 中島　春川 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｾﾝ 千葉県 33 根津　恵翠 ﾈﾂﾞ ｹｲｽｲ 東京都 31 引田　千明 ﾋｷﾀ ﾁｱｷ 神奈川県

28 中島　照子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾙｺ 北海道 32 根本　英実 ﾈﾓﾄ ｴﾐ 新潟県 4 樋口　玉桜 ﾋｸﾞﾁ ｷﾞｮｸｵｳ 神奈川県

37 永嶋　美祥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾞｼｮｳ 東京都 の 28 野田　華朋 ﾉﾀﾞ ｶﾎｳ 岐阜県 36 日暮　花恵 ﾋｸﾞﾗｼ ｶｹｲ 千葉県

35 中島　裕子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｺ 神奈川県 29 野田　良子 ﾉﾀﾞ ﾘｮｳｺ 福島県 36 久田　秋鳳 ﾋｻﾀﾞ ｼｭｳﾎｳ 山梨県

36 中島　雅子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｺ 東京都 37 野原はるか ﾉﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 茨城県 4 久田　房子 ﾋｻﾀﾞ ﾌｻｺ 北海道

36 中嶋　裕子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｺ 東京都 27 野堀　紫柳 ﾉﾎﾞﾘ ｼﾘｭｳ 東京都 36 飛騨　尚尭 ﾋﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 埼玉県

3 中島由希代 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾖ 東京都 33 乗富　　恵 ﾉﾘﾄﾐ ﾒｸﾞﾐ 福岡県 24 日向　翠邨 ﾋﾅﾀ ｽｲｿﾝ 神奈川県

36 永田　佐和 ﾅｶﾞﾀ ｻﾜ 北海道 は 28 萩野　京子 ﾊｷﾞﾉ ｷｮｳｺ 東京都 26 平井　響山 ﾋﾗｲ ｷｮｳｻﾞﾝ 東京都

2 永田　佐和 ﾅｶﾞﾀ ｻﾜ 北海道 30 萩原　秋香 ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭｳｶ 神奈川県 23 平井　静光 ﾋﾗｲ ｾｲｺｳ 東京都

22 仲田　翠月 ﾅｶﾀ ｽｲｹﾞﾂ 千葉県 6 萩原　泉翠 ﾊｷﾞﾜﾗ ｾﾝｽｲ 東京都 4 平賀　恵風 ﾋﾗｶﾞ ｹｲﾌｳ 千葉県

32 長谷　皓月 ﾅｶﾞﾀﾆ ｺｳｹﾞﾂ 神奈川県 15 萩原　良子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼｺ 千葉県 12 平澤　子 ﾋﾗｻﾜ ｴｲｺ 東京都

35 中埜　霞茜 ﾅｶﾉ ｶｾﾝ 東京都 9 箱山　蘆舟 ﾊｺﾔﾏ ﾛｼｭｳ 長野県 29 平瀬　華風 ﾋﾗｾ ｶﾌｳ 神奈川県

15 仲野　恵竹 ﾅｶﾉ ｹｲﾁｸ 北海道 6 橋爪　玉翠 ﾊｼﾂﾞﾒ ｷﾞｮｸｽｲ 東京都 29 平田　岳東 ﾋﾗﾀ ｶﾞｸﾄｳ 神奈川県

13 中野　佳子 ﾅｶﾉ ﾖｼｺ 東京都 20 橋野　翆佳 ﾊｼﾉ ｽｲｶ 東京都 30 平野　加照 ﾋﾗﾉ ｶｼｮｳ 千葉県

27 永堀　暘渚 ﾅｶﾞﾎﾘ ﾖｳｼｮ 埼玉県 37 橋本　華子 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅｺ 神奈川県 27 平野　洋子 ﾋﾗﾉ ﾖｳｺ 香川県

10 中村　一誠 ﾅｶﾑﾗ ｲｯｾｲ 千葉県 33 橋本　久江 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｴ 千葉県 33 平本　　創 ﾋﾗﾓﾄ ｿｳ 埼玉県

33 仲村　花城 ﾅｶﾑﾗ ｶｼﾞｮｳ 千葉県 31 橋本　美聲 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾞｾｲ 千葉県 35 平山　良好 ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳｺｳ 神奈川県

33 中村　京子 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ 東京都 35 橋本　葆泉 ﾊｼﾓﾄ ﾎｳｾﾝ 千葉県 36 広瀬真理子 ﾋﾛｾ ﾏﾘｺ 香川県

33 中村　眩翠 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｽｲ 東京都 30 橋本　敦心 ﾊｼﾓﾄﾁｮｳｼﾝ 東京都 37 広瀬　瑜彬 ﾋﾛｾ ﾕﾋﾞﾝ 京都府

3 中村　珠香 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｺｳ 埼玉県 13 長谷川和子 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｺ 千葉県 33 廣田　向湧 ﾋﾛﾀ ｺｳﾖｳ 神奈川県

29 中村　水泉 ﾅｶﾑﾗ ｽｲｾﾝ 北海道 7 長谷川雅峯 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾞﾎｳ 東京都 35 廣橋　正子 ﾋﾛﾊｼ ﾏｻｺ 東京都

34 中村　聖舟 ﾅｶﾑﾗ ｾｲｼｭｳ 山口県 15 長谷川紅衣 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｲ 東京都 30 廣橋　正子 ﾋﾛﾊｼ ﾏｻｺ 東京都

4 中村　節子 ﾅｶﾑﾗ ｾﾂｺ 神奈川県 35 長谷川彩玲 ﾊｾｶﾞﾜ ｻｲﾚｲ 岡山県 ふ 4 深澤　淳子 ﾌｶｻﾜ ｼﾞｭﾝｺ 静岡県

14 中村　繊洋 ﾅｶﾑﾗ ｾﾝﾖｳ 神奈川県 21 長谷川晶雀 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｼﾞｬｸ 千葉県 33 蕗　美和子 ﾌｷ ﾐﾜｺ 東京都

34 中村　苔径 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｹｲ 茨城県 19 長谷川千延 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾉﾌﾞ 千葉県 18 福田　玉 ﾌｸﾀﾞ ｷﾞｮｸｲﾝ 埼玉県

25 中村　孝子 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｺ 千葉県 6 長谷川陽幸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｺｳ 新潟県 36 福冨　蘭迦 ﾌｸﾄﾐ ﾗﾝｶ 東京都

32 中村　美祥 ﾅｶﾑﾗ ﾐｼｮｳ 茨城県 25 初川　雅翔 ﾊﾂｶﾜ ｶﾞｼｮｳ 東京都 32 福原　瑞鳳 ﾌｸﾊﾗ ｽﾞｲﾎｳ 東京都

34 中村　柚咲 ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 東京都 12 服部　大超 ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾁｮｳ 神奈川県 16 福原　瑞鳳 ﾌｸﾊﾗ ｽﾞｲﾎｳ 東京都

37 中村　柚咲 ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 東京都 11 服部　大超 ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾁｮｳ 神奈川県 10 福山　行雲 ﾌｸﾔﾏ ｺｳｳﾝ 千葉県

33 中村友里愛 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｱ 神奈川県 16 鳩山えり子 ﾊﾄﾔﾏ ｴﾘｺ 千葉県 6 藤井　翠仙 ﾌｼﾞｲ ｽｲｾﾝ 山口県

14 中谷　牽洋 ﾅｶﾔ ｹﾝﾖｳ 千葉県 16 羽鳥　彩翠 ﾊﾄﾘ ｻｲｽｲ 東京都 36 藤川　紫翠 ﾌｼﾞｶﾜ ｼｽｲ 埼玉県

35 中山　祥子 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺ 東京都 36 花岡亜紀子 ﾊﾅｵｶ ｱｷｺ 長野県 21 藤野　和子 ﾌｼﾞﾉ ｶｽﾞｺ 東京都

29 中山　緑風 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｸﾌｳ 北海道 35 花里　晴水 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾊﾙﾐ 長野県 8 藤野　湖津 ﾌｼﾞﾉ ｺｳｼﾝ 大阪府

23 名波　白苑 ﾅﾅﾐ ﾊｸｴﾝ 北海道 37 馬場　白民 ﾊﾞﾊﾞ ﾊｸﾐﾝ 新潟県 37 藤本　　岬 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｻｷ 福岡県

33 成田　桃 ﾅﾘﾀ ﾄｳｼ 北海道 27 濱田　洋翆 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｳｽｲ 神奈川県 35 藤原麻美子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾐｺ 新潟県



13 二見　　務 ﾌﾀﾐ ﾂﾄﾑ 千葉県 34 松田　華立 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾘｭｳ 長野県 22 三與木蓮空 ﾐﾖｷ ﾚﾝｸｳ 埼玉県

17 舟崎　麗真 ﾌﾅｻｷ ﾚｲﾏ 北海道 10 松平　光風 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｺｳﾌｳ 東京都 6 三好　草桜 ﾐﾖｼ ｿｳｵｳ 香川県

31 舟渡　心咲 ﾌﾅﾄ ｼﾝｼｮｳ 東京都 34 松苗和歌子 ﾏﾂﾅｴ ﾜｶｺ 北海道 む 3 六車　研厓 ﾑｸﾞﾙﾏ ｹﾝｶﾞｲ 埼玉県

33 舟橋　渓翠 ﾌﾅﾊｼ ｹｲｽｲ 北海道 37 松永　　藍 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｲ 新潟県 3 六車　小穂 ﾑｸﾞﾙﾏ ｼｮｳｽｲ 埼玉県

34 古井　　隆 ﾌﾙｲ ﾀｶｼ 千葉県 29 松原加奈子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶﾅｺ 埼玉県 3 向山　芳川 ﾑｺｳﾔﾏ ﾎｳｾﾝ 埼玉県

14 古川　翠光 ﾌﾙｶﾜ ｽｲｺｳ 千葉県 27 松原　千鶴 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾁﾂﾞﾙ 東京都 37 牟田口紅遥 ﾑﾀｸﾞﾁ ｺｳﾖｳ 千葉県

16 古川　綾花 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳｶ 北海道 26 松村　梨華 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｶ 千葉県 30 村岡　実咲 ﾑﾗｵｶ ﾐｻｷ 東京都

31 古瀬　素子 ﾌﾙｾ ﾓﾄｺ 埼玉県 37 松村　梨沙 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｻ 東京都 13 村上絵里子 ﾑﾗｶﾐ ｴﾘｺ 埼玉県

31 古田　結衣 ﾌﾙﾀ ﾕｲ 埼玉県 6 松本　光彗 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｲ 北海道 32 村上　加峰 ﾑﾗｶﾐ ｶﾎｳ 千葉県

27 古屋　香苑 ﾌﾙﾔ ｺｳｴﾝ 東京都 26 松元　淡静 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾝｾｲ 千葉県 29 村上　加峰 ﾑﾗｶﾐ ｶﾎｳ 千葉県

12 古谷　春峰 ﾌﾙﾔ ｼｭﾝﾎﾟｳ 埼玉県 23 松元　淡静 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾝｾｲ 千葉県 23 村上　繊雪 ﾑﾗｶﾐ ｾﾝｾﾂ 埼玉県

11 古谷　春峰 ﾌﾙﾔ ｼｭﾝﾎﾟｳ 埼玉県 18 松本　桃琴 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｳｷﾝ 千葉県 3 村上　澡秋 ﾑﾗｶﾐ ｿｳｼｭｳ 東京都

30 古屋　澡華 ﾌﾙﾔ ｿｳｶ 東京都 29 松本　直哉 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 神奈川県 27 村上奈緒子 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｺ 東京都

ほ 34 外薗えい子 ﾎｶｿﾞﾉ ｴｲｺ 東京都 32 松本　　雛 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅ 神奈川県 22 村上　幽石 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｾｷ 神奈川県

34 保坂　旻翠 ﾎｻｶ ﾋﾞﾝｽｲ 東京都 10 松山　紀雨 ﾏﾂﾔﾏ ｷｳ 東京都 5 村瀬　菜穂 ﾑﾗｾ ｻｲｽｲ 愛知県

23 保坂　旻翠 ﾎｻｶ ﾋﾞﾝｽｲ 東京都 8 真中　桃林 ﾏﾅｶ ﾄｳﾘﾝ 茨城県 28 村田　鳩清 ﾑﾗﾀ ｷｭｳｾｲ 山口県

7 星　　知子 ﾎｼ ﾄﾓｺ 東京都 9 黛　　康美 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾔｽﾐ 長野県 37 村田　紅華 ﾑﾗﾀ ｺｳｶ 千葉県

31 星野　妃菜 ﾎｼﾉ ﾋﾅ 埼玉県 17 丸清水良子 ﾏﾙｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｺ 北海道 33 村田　青楓 ﾑﾗﾀ ｾｲﾌｳ 茨城県

12 堀　　天鶴 ﾎﾘ ﾃﾝｶｸ 神奈川県 19 丸田　慶子 ﾏﾙﾀ ｹｲｺ 東京都 2 村田　久子 ﾑﾗﾀ ﾋｻｺ 東京都

11 堀　　天鶴 ﾎﾘ ﾃﾝｶｸ 神奈川県 36 丸山　桂鈴 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾘﾝ 北海道 34 村田　道子 ﾑﾗﾀ ﾐﾁｺ 東京都

37 堀　　　春 ﾎﾘ ﾊﾙ 福岡県 34 丸山　詩織 ﾏﾙﾔﾏ ｼｵﾘ 福岡県 4 村松喜美子 ﾑﾗﾏﾂ ｷﾐｺ 東京都

32 堀内　悦子 ﾎﾘｳﾁ ｴﾂｺ 神奈川県 20 丸山　松枝 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾂｴ 埼玉県 30 村本勢津子 ﾑﾗﾓﾄ ｾﾂｺ 北海道

31 堀江　咲奈 ﾎﾘｴ ｻｷﾅ 埼玉県 み 4 三浦　掬水 ﾐｳﾗ ｷｸｽｲ 山口県 29 村山　未華 ﾑﾗﾔﾏ ﾐｶ 新潟県

5 堀江　雅子 ﾎﾘｴ ﾏｻｺ 神奈川県 5 三浦　史鶴 ﾐｳﾗ ｼｶｸ 秋田県 め 12 目良　丹崖 ﾒﾗ ﾀﾝｶﾞｲ 千葉県

34 堀江　芳美 ﾎﾘｴ ﾖｼﾐ 埼玉県 30 三浦　瑞椛 ﾐｳﾗ ｽﾞｲｶ 北海道 11 目良　丹崖 ﾒﾗ ﾀﾝｶﾞｲ 千葉県

6 堀切　絢峰 ﾎﾘｷﾘ ｹﾝﾎﾟｳ 東京都 27 見上　恵峰 ﾐｶﾐ ｹｲﾎｳ 神奈川県 も 23 茂木みさ子 ﾓｷﾞ ﾐｻｺ 埼玉県

8 堀口　紅楓 ﾎﾘｸﾞﾁ ｺｳﾌｳ 千葉県 21 三上　陽風 ﾐｶﾐ ﾖｳﾌｳ 埼玉県 4 望月　香雪 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｾﾂ 北海道

33 堀越　鳳春 ﾎﾘｺｼ ﾎｳｼｭﾝ 茨城県 24 三木　徳子 ﾐｷ ﾄｸｺ 東京都 22 望月　典子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾘｺ 茨城県

16 堀部　玲雪 ﾎﾘﾍﾞ ﾚｲｾﾂ 東京都 25 水落　紀子 ﾐｽﾞｵﾁ ﾉﾘｺ 静岡県 23 持丸　雙魚 ﾓﾁﾏﾙ ｿｳｷﾞｮ 東京都

34 本間　晶絵 ﾎﾝﾏ ｱｷｴ 新潟県 37 水川　緑荷 ﾐｽﾞｶﾜ ﾘｮｸｶ 東京都 35 茂木　羚花 ﾓﾃｷ ﾚｲｶ 長野県

20 本間　加苑 ﾎﾝﾏ ｶｴﾝ 千葉県 29 水城　翠香 ﾐｽﾞｷ ｽｲｺｳ 神奈川県 3 本江　美穂 ﾓﾄｴ ﾐﾎ 神奈川県

17 本間　小梢 ﾎﾝﾏ ｺｽﾞｴ 北海道 12 水越　幽峰 ﾐｽﾞｺｼ ﾕｳﾎｳ 山梨県 33 本橋　千秋 ﾓﾄﾊｼ ｾﾝｼｭｳ 東京都

27 本谷　啓雲 ﾎﾝﾔ ｹｲｳﾝ 北海道 11 水越　幽峰 ﾐｽﾞｺｼ ﾕｳﾎｳ 山梨県 29 物永　淳子 ﾓﾉｴ ｼﾞｭﾝｺ 東京都

ま 29 前田　東萩 ﾏｴﾀﾞ ﾄｳｼｭｳ 山口県 23 水科　萌舟 ﾐｽﾞｼﾅ ﾎｳｼｭｳ 長野県 13 森　　慶子 ﾓﾘ ｹｲｺ 神奈川県

10 牧　　尚 ﾏｷ ｼｮｳｴﾝ 埼玉県 36 水野　久美 ﾐｽﾞﾉ ｸﾐ 茨城県 18 森　　恵咲 ﾓﾘ ｹｲｼｮｳ 北海道

5 蒔田　薛香 ﾏｷﾀ ｾｯｺｳ 茨城県 16 水野　祥雲 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳｳﾝ 神奈川県 15 森　　恵奏 ﾓﾘ ｹｲｿｳ 埼玉県

30 牧野　　泉 ﾏｷﾉ ｲｽﾞﾐ 長野県 32 水野　白泉 ﾐｽﾞﾉ ﾊｸｾﾝ 神奈川県 14 守　　治美 ﾓﾘ ﾊﾙﾐ 東京都

25 牧村　霞舟 ﾏｷﾑﾗ ｶｼｭｳ 北海道 37 三田村和琴 ﾐﾀﾑﾗ ﾜｷﾝ 岐阜県 28 森川　北斗 ﾓﾘｶﾜ ﾎｸﾄ 東京都

17 眞砂　鳩宗 ﾏｻｺﾞ ｷｭｳｿｳ 山口県 12 故・満田真琴 ﾐﾂﾀ ｼﾝｷﾝ 埼玉県 29 森川　満酔 ﾓﾘｶﾜ ﾏﾝｽｲ 東京都

19 増子　雅真 ﾏｼｺ ｶﾞｼﾝ 福島県 11 故・満田真琴 ﾐﾂﾀ ｼﾝｷﾝ 埼玉県 21 森下　眞弓 ﾓﾘｼﾀﾏﾕﾐ 千葉県

21 増井　美保 ﾏｽｲ ﾐﾎ 静岡県 9 満田　裕子 ﾐﾂﾀ ﾕｳｺ 東京都 29 森田　嘉禾 ﾓﾘﾀ ｶｶ 埼玉県

36 益子　京花 ﾏｽｺ ｷｮｳｶ 千葉県 33 皆川　白翠 ﾐﾅｶﾜ ﾊｸｽｲ 神奈川県 25 森田　柏舟 ﾓﾘﾀ ﾊｸｼｭｳ 神奈川県

21 増子　翠蓮 ﾏｽｺ ｽｲﾚﾝ 東京都 31 南　　帯美 ﾐﾅﾐ ﾀｲﾋﾞ 神奈川県 33 諸橋　麻貴 ﾓﾛﾊｼ ﾏｷ 新潟県

12 増子　総洋 ﾏｽｺ ｿｳﾖｳ 千葉県 2 美野　瀛邦 ﾐﾉ ｴｲﾎｳ 東京都 36 門間　詠泉 ﾓﾝﾏ ｴｲｾﾝ 千葉県

11 増子　総洋 ﾏｽｺ ｿｳﾖｳ 千葉県 24 蓑田　景秋 ﾐﾉﾀ ｹｲｼｭｳ 東京都 や 36 八尾　敬鳳 ﾔｵ ｹｲｵｵ 神奈川県

34 増田　幸代 ﾏｽﾀﾞ ｻﾁﾖ 茨城県 18 箕田美知子 ﾐﾉﾀﾞ ﾐﾁｺ 香川県 28 八木下純風 ﾔｷﾞｼﾀ ｼﾞｭﾝﾌﾟｳ 千葉県

29 班目　幸子 ﾏﾀﾞﾗﾒ ｻﾁｺ 東京都 30 美馬　永健 ﾐﾏ ｴｲﾚﾝ 北海道 22 八木下蘭峰 ﾔｷﾞｼﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 千葉県

37 町田　陽子 ﾏﾁﾀﾞ ﾖｳｺ 東京都 37 宮一　美樹 ﾐﾔｲﾁ ﾐｷ 群馬県 34 栁沼　香月 ﾔｷﾞﾇﾏ ｺｳｹﾞﾂ 神奈川県

35 松井　惠代 ﾏﾂｲ ｹｲﾀﾞｲ 岐阜県 3 宮川　秀園 ﾐﾔｶﾜ ｼｭｳｴﾝ 千葉県 37 八木沼彩葉 ﾔｷﾞﾇﾏ ｻｲﾖｳ 北海道

18 松居　菁紅 ﾏﾂｲ ｾｲｺｳ 茨城県 2 都田　暎翆 ﾐﾔｺﾀﾞ ｴｲｽｲ 千葉県 19 八木沼彩葉 ﾔｷﾞﾇﾏ ｻｲﾖｳ 北海道

31 松井　青風 ﾏﾂｲ ｾｲﾌｳ 神奈川県 34 宮坂　春華 ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｶ 東京都 29 柳沼　白峰 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾊｸﾎｳ 東京都

28 松尾　和子 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｺ 千葉県 20 宮﨑惠美子 ﾐﾔｻﾞｷ ｴﾐｺ 東京都 6 矢崎　桃香 ﾔｻﾞｷ ﾄｳｺｳ 北海道

28 松岡　七 ﾏﾂｵｶ ｼﾁｶﾞｲ 東京都 29 宮下　岳水 ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｸｽｲ 長野県 4 八嶋　紅霞 ﾔｼﾏ ｺｳｶ 東京都

34 松倉　遊和 ﾏﾂｸﾗ ﾕｳﾜ 大阪府 33 宮島　憂花 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｶ 東京都 22 矢代　良雲 ﾔｼﾛ ﾘｮｳｳﾝ 埼玉県

15 松坂　素亭 ﾏﾂｻﾞｶ ｿﾃｲ 北海道 23 宮田　素秋 ﾐﾔﾀ ｿｼｭｳ 千葉県 37 安田　尚子 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｺ 東京都

2 松﨑　紀慶 ﾏﾂｻﾞｷ ｷｹｲ 東京都 5 宮本　鳳邨 ﾐﾔﾓﾄ ﾎｳｿﾝ 千葉県 32 安田　明子 ﾔｽﾀﾞ ﾒｲｺ 東京都



35 谷田部光風 ﾔﾀﾍﾞ ｺｳﾌｳ 茨城県 34 山本　恵川 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｾﾝ 神奈川県 32 脇　　白澪 ﾜｷ ﾊｸﾚｲ 千葉県

15 八峠　華紅 ﾔﾄｳｹﾞ ｶｺｳ 埼玉県 15 山本　晃翠 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｽｲ 東京都 30 分須　濤春 ﾜｹｽ ﾄｳｼｭﾝ 埼玉県

33 矢内　春江 ﾔﾅｲ ﾊﾙｴ 北海道 9 山本　秀雪 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｾﾂ 香川県 2 和田　恵子 ﾜﾀﾞ ｹｲｺ 東京都

7 柳　　杏秋 ﾔﾅｷﾞ ｷｮｳｼｭｳ 長野県 24 山本　照葉 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾖｳ 東京都 28 和田　暢京 ﾜﾀﾞ ﾁｮｳｹｲ 茨城県

20 柳澤　睦子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁｶｺ 東京都 31 山本　仁美 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄﾐ 埼玉県 37 和田　心優 ﾜﾀﾞ ﾐﾕｳ 新潟県

27 柳原　濤楓 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾄｳﾌｳ 千葉県 29 山本　碧峰 ﾔﾏﾓﾄ ﾍｷﾎｳ 北海道 36 渡邊　景 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼ 北海道

17 柳瀬　華香 ﾔﾅｾ ｶｺｳ 東京都 26 山本　由起 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 神奈川県 35 渡邊　景 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼ 北海道

19 矢野　季以 ﾔﾉ ﾄｼｲ 東京都 30 山谷　　響 ﾔﾏﾔ ﾋﾋﾞｷ 青森県 18 渡邊　孝子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｺ 東京都

29 矢野美智子 ﾔﾉ ﾐﾁｺ 香川県 16 鑓水　知子 ﾔﾘﾐｽﾞ ﾄﾓｺ 千葉県 15 渡邊　紅蘭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾗﾝ 新潟県

26 矢野　良秀 ﾔﾉ ﾘｮｳｼｭｳ 神奈川県 ゆ 33 湯浅　媞洋 ﾕｱｻ ﾃｲﾖｳ 千葉県 23 渡邉　祥園 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｴﾝ 東京都

30 籔中　紅衣 ﾔﾌﾞﾅｶ ｺｳｴ 東京都 21 由井　静 ﾕｲ ｾｲｴﾝ 埼玉県 33 渡邉　真風 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾌﾟｳ 北海道

35 山井　規月 ﾔﾏｲ ｷｹﾞﾂ 千葉県 33 由井　暢江 ﾕｲ ﾁｮｳｺｳ 埼玉県 7 渡邉　翠風 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｲﾌｳ 千葉県

33 山石　蒼風 ﾔﾏｲｼ ｿｳﾌｳ 茨城県 よ 30 横井　有蘭 ﾖｺｲ ﾕｳﾗﾝ 北海道 20 渡邉　澡葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾖｳ 東京都

21 山内みどり ﾔﾏｳﾁ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 2 横川　朱梢 ﾖｺｶﾜ ｼｭｼｮｳ 埼玉県 31 渡邉　日香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾆｺ 新潟県

22 山浦　五律 ﾔﾏｳﾗ ｺﾞﾘﾂ 神奈川県 20 横浜　春泉 ﾖｺﾊﾏ ｼｭﾝｾﾝ 埼玉県 31 渡邉　日香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾆｺ 新潟県

28 山形　明峰 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾒｲﾎｳ 茨城県 31 横山　弘子 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｺ 北海道 36 渡辺　典子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｺ 東京都

4 山岸　虹鮮 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳｾﾝ 北海道 21 横山　裕子 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｺ 東京都 32 渡辺　久惠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｴ 千葉県

22 山岸　　巧 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｸ 千葉県 33 吉岡　祥山 ﾖｼｵｶ ｼｮｳｻﾞﾝ 山口県 28 渡部　瑢圃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾎ 東京都

33 山口久美子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｸﾐｺ 東京都 27 吉川　天香 ﾖｼｶﾜ ﾃﾝｺｳ 茨城県 33 亘理　桜美 ﾜﾀﾘ ｻｸﾗﾐ 東京都

10 山口　萱雨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｳ 東京都 15 吉川　伯雲 ﾖｼｶﾜ ﾊｸｳﾝ 東京都 31 亘理　弘美 ﾜﾀﾘ ﾋﾛﾐ 東京都

16 山口　虹苑 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｴﾝ 神奈川県 20 吉川　白秀 ﾖｼｶﾜ ﾊｸｼｭｳ 北海道 36 亘理　萌美 ﾜﾀﾘ ﾓｴﾐ 東京都

3 山口　紅翆 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｽｲ 長野県 36 吉川　仁美 ﾖｼｶﾜ ﾋﾄﾐ 東京都

20 山口　幸子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁｺ 東京都 2 吉川富久子 ﾖｼｶﾜ ﾌｸｺ 東京都

28 山口　雀茜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｬｸｾﾝ 東京都 20 吉田　敦子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｺ 埼玉県

3 山口　習明 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾒｲ 千葉県 33 吉田　彩乃 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 埼玉県

2 山口　松光 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｺｳ 千葉県 16 吉田恵利子 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 埼玉県

23 山口　翠江 ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｲｺｳ 東京都 29 吉田　綵水 ﾖｼﾀﾞ ｻｲｽｲ 千葉県

19 山口　清蘭 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾗﾝ 神奈川県 12 吉田　菁風 ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾌｳ 千葉県

36 山口　記子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘｺ 山梨県 11 吉田　菁風 ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾌｳ 千葉県

31 山口　充代 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾖ 東京都 22 吉田　草炎 ﾖｼﾀﾞ ｿｳｴﾝ 千葉県

37 山口　充代 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾖ 東京都 3 吉田　妙子 ﾖｼﾀﾞ ﾀｴｺ 千葉県

3 山倉　香葉 ﾔﾏｸﾗ ｺｳﾖｳ 千葉県 36 吉田ちひろ ﾖｼﾀﾞ　ﾁﾋﾛ 宮城県

26 山﨑　絅翠 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｽｲ 東京都 24 吉田　風華 ﾖｼﾀﾞ ﾌｳｶ 茨城県

37 山﨑　俊子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｺ 神奈川県 35 吉田　仁貴 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 群馬県

31 山崎　美智 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 埼玉県 32 吉永　唯伽 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｲｶ 千葉県

32 山﨑　祐佳 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｶ 東京都 15 吉沼　祥紅 ﾖｼﾇﾏ ｼｮｳｺｳ 神奈川県

31 山崎　陽平 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾍｲ 千葉県 33 吉野　京月 ﾖｼﾉ ｷｮｳｹﾞﾂ 千葉県

3 山崎　蘭粋 ﾔﾏｻﾞｷ ﾗﾝｽｲ 千葉県 10 吉野　大巨 ﾖｼﾉ ﾀｲｷｮ 東京都

9 山崎　梨雪 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｾﾂ 千葉県 6 吉原　芳蘭 ﾖｼﾊﾗ ﾎｳﾗﾝ 埼玉県

33 山下　千恵 ﾔﾏｼﾀ ﾁｴ 大阪府 37 吉原美和子 ﾖｼﾊﾗ ﾐﾜｺ 新潟県

5 山下　竹衛 ﾔﾏｼﾀ ﾁｸｴｲ 神奈川県 34 吉村恵美子 ﾖｼﾑﾗ ｴﾐｺ 東京都

22 山下　知春 ﾔﾏｼﾀ ﾁｼｭﾝ 神奈川県 36 吉元　紅葉 ﾖｼﾓﾄ ｸﾚﾊ 福岡県

8 山下　桐佳 ﾔﾏｼﾀ ﾄｳｶ 千葉県 33 依田佐代子 ﾖﾀﾞ ｻﾖｺ 長野県

30 山城　朋子 ﾔﾏｼﾛ ﾄﾓｺ 宮城県 33 米司　蘭文 ﾖﾈｼﾞ ﾗﾝﾌﾞﾝ 千葉県

25 山城　緑水 ﾔﾏｼﾛ ﾘｮｸｽｲ 埼玉県 7 米野　貞城 ﾖﾈﾉ ﾃｲｼﾞｮｳ 北海道

7 山田　勝子 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂｺ 埼玉県 28 米本　倫舟 ﾖﾈﾓﾄ ﾘﾝｼｭｳ 福島県

37 山田　京子 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｺ 秋田県 り 30 笠　　帯珠 ﾘｭｳ ﾀｲｼﾞｭ 神奈川県

34 山田　　緑 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 わ 2 若井　爽秋 ﾜｶｲ ｿｳｼｭｳ 千葉県

36 山田　理緒 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 神奈川県 34 若井　里花 ﾜｶｲ ﾘｶ 千葉県

29 山津　美峰 ﾔﾏﾂ ﾐㇹゥ 香川県 22 若月貴美代 ﾜｶﾂｷ ｷﾐﾖ 静岡県

32 山津　美峰 ﾔﾏﾂ ﾐﾎｳ 香川県 31 若菜　里美 ﾜｶﾅ ｻﾄﾐ 千葉県

35 山手　綵霞 ﾔﾏﾃ ｻｲｶ 神奈川県 19 若林　東真 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄｳｼﾝ 広島県

2 山根　恵美 ﾔﾏﾈ ｴﾐ 神奈川県 20 若林　遊琴 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷﾝ 千葉県

21 山邉　翠楓 ﾔﾏﾍﾞ ｽｲﾌｳ 千葉県 14 若原　啓折 ﾜｶﾊﾗ ｹｲｾﾂ 神奈川県

15 山村　紫桜 ﾔﾏﾑﾗ ｼｵｳ 東京都 3 若原　笙韵 ﾜｶﾊﾗ ｼｮｳｲﾝ 埼玉県

11 山室　良峯 ﾔﾏﾑﾛ ﾘｮｳﾎｳ 神奈川県 31 脇　　志門 ﾜｷ ｼﾓﾝ 神奈川県
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