
№ 名　前 ふりがな № 名　前 ふりがな

1 ファム　クエ　アン 22 金子　あさか かねこ　あさか

2 ファム　マイ　チョウ 23 清村　萌々香 しむら　ももか

№ 名　前 ふりがな № 名　前 ふりがな

3 和田　花恵 わだ　はなえ 24 金田　愛美 かねだ　あいみ

4 遠坂　菜月 えんざか　なつき 25 平田　理音菜 ひらた　りおな

5 栁澤　花梨 やなぎさわ　かりん 26 山本　美瑠 やまもと　みる

6 安藤　百花 あんどう　ももか 27 遠藤　湖々 えんどう　ここ

7 高田　心結 たかだ　みゆ 28 恩田　未来 おんだ　みく

8 杉山　みちる すぎやま　みちる 29 中川　南 なかがわ　みなみ

9 寺嶋　俐乃 てらしま　りの 30 米村　友菜 よねむら　ゆうな

10 長野　友香 ながの　ゆか 31 武田　芽依 たけだ　めい

11 松田　朱理 まつだ　あかり 32 後藤　凛音 ごとう　りおん

12 見学　美波 けんがく　みなみ 33 野村　愛莉 のむら　あいり

13 小野寺　奏 おのでら　かな 34 藤園　瑠海 ふじぞの　るか

35 金子　乃々佳 かねこ　ののか

36 真砂　美優 まさご　みゆう

№ 名　前 ふりがな 37 瀬川　綺乃 せがわ　あやの

14 上原　穂美 うえはら　ほのみ 38 鴇田　苺花 ときた　いちか

15 川田　結生奈 かわだ　ゆいな 39 藤部　琴美 ふじべ　ことみ

16 高橋　奏葉 たかはし　かのは 40 山口　苺香 やまぐち　いちか

17 関　美翔 せき　みと 41 吉田　愛佳 よしだ　あいか

18 小野澤　萌衣 おのざわ　めい 42 中澤　想樂 なかざわ　そら

19 伊澤　咲姫 いざわ　さき 43 佐藤　千咲 さとう　ちさき

20 栗原　望斗 くりはら　みと 44 正木　怜 まさき　れい

21 吉田　由佳 よしだ　ゆうか 45 髙橋　亜沙美 たかはし　あさみ

46 江守　優里菜 えもり　ゆりな

JAFオリジナル曲を
使用する選手

47 酒井　麻愛 さかい　まな

48 山口　莉奈 やまぐち　りな

49 木村　百花 きむら　ももか

参加選手リスト　ゼッケン№　演技順Ⅰ

ジュニア　男女シングル部門　入門 プレユース1　男女シングル部門　

ユース1　女子シングル部門　ジュニア　男女シングル部門　基本

ジュニア　男女シングル部門　上級



№ 名　前 ふりがな № 名　前 ふりがな

50 澤田　結人 さわだ　ゆいと 江守　茉優 えもり　まゆ

51 見学　翔一 けんがく　しょういち 長橋　奏星 ながはし　かなせ

52 西村　泰輝 にしむら　たいき 松本　音々 まつもと　ねね

53 盛田　天 もりた　てん 田村　優奈 たむら　ゆな

高橋　奏葉 たかはし　かのは

清村　萌々香 しむら　ももか

№ 名　前 ふりがな 杉山　みちる すぎやま　みちる

54 岸邊　茉央 きしべ　まひろ 長野　友香 ながの　ゆか

55 盛田　海 もりた　うみ 大野　琴葉 おおの　ことは

56 野村　純子 のむら　じゅんこ 島田　真結 しまだ　まゆ

57 小野寺　星 おのでら　あかり 佐久間　歩美 さくま　あゆみ

58 有山　美憂 ありやま　みゆう 永野　真良 ながの　まお

59 岩崎　優羽 いわさき　ゆう 小野寺　奏 おのでら　かな

60 泉　菜乃帆 いずみ　ななほ 堀川　莉代奈 ほりかわ　りよな

61 鬼頭　莉子 きとう　りこ 池田　愛唯 いけだ　あい

62 中川　千咲季 なかがわ　ちさき

63 高林　歩実 たかばやし　あゆみ

64 山本　夏妃 やまもと　なつき № 名　前 ふりがな

菊地　桜輔 きくち　おうすけ

美原　圭吾 みはら　けいご

№ 名　前 ふりがな 福本　将大 ふくもと　しょうだい

65 嶌田　隼太 しまだ　しゅんた 大橋　柚杏 おおはし　ゆず

金子　結衣 かねこ　ゆい

並里　明莉 なみさと　あかり

№ 名　前 ふりがな

高田　心結 たかだ　みゆ

遠坂　菜月 えんざか　なつき №

和田　花恵 わだ　はなえ

川田　結生奈 かわだ　ゆいな

比留川　ゆず ひるかわ　ゆず

上原　穂美 うえはら　ほのみ

チーム名・人数等

ユース1　男子シングル部門

フリーダンス

75
国府台ピンクダイアモンド

代表：市村　理紗（７人）

ユース2　男子シングル部門

ユース2　女子シングル部門　

ユース1　トリオ部門

73

68

69

70

71

74

72

66

67

参加選手リスト　ゼッケン№　演技順Ⅱ

ジュニア　トリオ部門（つづき）

ジュニア　トリオ部門


