
※表示されている順序は演技順ではありません。

1 後藤 大輝 京都DC 1 山本 瑛士 会津DC 1 川村 健斗 高知ＳＣ 1 片岡 龍之介 コンセント
2 中曽根 史朋 栃木ＤＣ 2 片岡 三亮 コンセント 2 内藤 栄将 FDC 2 竹谷 隆 福山Ｔ．Ｃ
3 古戎 蹴人 神辺ＳＰＣ 3 飯山 幹太 神辺ＳＰＣ 3 柴 大翔 ジョイフル 3 川口 航輝 桐陽
4 石沢 千聖斗 長岡ＤＣ 4 大原 修司 城山中学D 4 千賀 望紀斗 三重DC 4 田邉 誠太郎 三重DC
5 池田 省吾 香川ＤＣ 5 勝部 馨 京都DC 5 小関 樹 米沢ＤＣ 5 柴 秀斗 土浦第一
6 櫻井 響樹 長岡ＤＣ 6 古谷 英成 栃木ＤＣ 6 藤田 優 長岡ＤＣ 6 伴 俊広 関西
7 大木 碧 川口 SC 7 池谷 世羅 ﾄﾋﾞｳｵJrDC 7 増山 悟空 小松DC 7 後藤 啓佑 神辺ＳＰＣ
8 北野 龍至 米子DC 8 成瀬 仁我 香川ＤＣ 8 二羽 倖駕 小松DC 8 櫻井 優 長岡ＤＣ
9 阿久根 七翔 鹿児島DC 9 茶木 壱星 大分ＤＣ 9 坂田 麗鳳 富山国際大付 9 坂田 慈央 取手二高

10 町田 千音 長岡ＤＣ 10 管 佑梧 会津DC 10 高桑 天通希 富山国際大付
11 田中 優稀 三重DC 11 柴田 純平 高岡ＳＣ 11 井戸畑 和馬 大阪水泳学校
12 廣冨 諒 松江ＤＣ 12 池辺 寛人 大分ＤＣ 12 遠藤 拓人 JOC  EA
13 若林 皇希 佐賀ＤＣ 13 北野 大和 米子DC 13 山本 馨 大分ＤＣ
14 津覇 実礼 沖縄DC 14 早川 優哉 小松DC
15 石沢 遥斗 長岡ＤＣ 15 坂田 力毅 高岡ＳＣ
16 久保 彪 鹿児島DC 16 神田 新 佐賀ＤＣ
17 春日 瑛士 三重DC 17 髙瀨 友希 名古屋DC

18 渡邉 聖也 長岡ＤＣ
19 瓶子 礼智 高知ＳＣ
20 浅田 律 小松DC
21 中尾 亮太朗 米子DC
22 石沢 海斗 長岡ＤＣ
23 二羽 修万 小松DC
24 杉本 琉音 小松DC
25 玉井 陸斗 ＪＳＳ宝塚

1 勝部 馨 京都DC 1 千賀 望紀斗 三重DC 1 三浦 論太朗 東北
2 管 佑梧 会津DC 2 川村 健斗 高知ＳＣ 2 川口 航輝 桐陽
3 山本 瑛士 会津DC 3 柴 大翔 ジョイフル 3 伴 俊広 関西
4 池島 鳴海 鹿児島DC 4 内藤 栄将 FDC 4 櫻井 優 長岡ＤＣ
5 古谷 英成 栃木ＤＣ 5 藤田 優 長岡ＤＣ 5 後藤 啓佑 神辺ＳＰＣ
6 三木 陽斗 ﾄﾋﾞｳｵJrDC 6 小関 樹 米沢ＤＣ 6 竹谷 隆 福山Ｔ．Ｃ
7 大原 修司 城山中学D 7 二羽 倖駕 小松DC 7 東村 岳矩 京都DC
8 北野 大和 米子DC 8 鬼頭 海都 愛み大瑞穂高
9 池谷 世羅 ﾄﾋﾞｳｵJrDC 9 柴 秀斗 土浦第一

10 坂田 力毅 高岡ＳＣ 10 片岡 龍之介 コンセント
11 渡邉 聖也 長岡ＤＣ 11 坂田 慈央 取手二高
12 柴田 純平 高岡ＳＣ 12 山本 馨 大分ＤＣ
13 池辺 寛人 大分ＤＣ 13 遠藤 拓人 JOC  EA
14 髙瀨 友希 名古屋DC 14 井戸畑 和馬 大阪水泳学校
15 石沢 海斗 長岡ＤＣ
16 神田 新 佐賀ＤＣ
17 茶木 壱星 大分ＤＣ
18 成瀬 仁我 香川ＤＣ
19 瓶子 礼智 高知ＳＣ
20 早川 優哉 小松DC
21 浅田 律 小松DC
22 中尾 亮太朗 米子DC
23 杉本 琉音 小松DC
24 二羽 修万 小松DC
25 玉井 陸斗 ＪＳＳ宝塚

1 本田 紗那 郡山ＤＣ 1 望月 咲来 FDC 1 井澤 美月 香川ＤＣ 1 千葉 真央 浜松学院高
2 田中 美涼 ﾄﾋﾞｳｵJrDC 2 廣冨 立花 松江ＤＣ 2 八ツ本 梨乃 天理 2 森淵 純鈴 神辺ＳＰＣ
3 井上 優奈 高知ＳＣ 3 角田 夢 米沢ＤＣ 3 伊東 波 会津DC 3 湯川 陽菜 沖学園
4 加藤 梨央奈 長岡ＤＣ 4 近澤 杏菜 いいね金澤 4 乗松 飛羽 EST 4 高田 蒼衣 神辺ＳＰＣ
5 岡本 瑞紀 ＪＳＳ宝塚 5 末次 心温 水戸ＤＳ 5 安丸 和華 川口 SC 5 勝眞 海音 奈良高専
6 簗瀬 愛麻 鹿児島DC 6 関 那奈巳 水戸ＤＳ 6 青山 由唯加 浜松南陽 6 熊木 蘭 群馬DC
7 阿辺山 綾乃 京都DC 7 嶋﨑 菜乃 高知ＳＣ 7 恒松 愛菜 水戸ＤＳ 7 大窪 博佳 水城
8 山内 若菜 福岡ＤＣ 8 中西 紗穂 松江ＤＣ 8 三島 友莉恵 神辺ＳＰＣ 8 木村 つづみ ＪＳＳ宝塚
9 渡辺 桃加 福山Ｔ．Ｃ 9 柳川 小夏 高知ＳＣ 9 伊南 美月 大分ＤＣ 9 西山 桃子 金西高

10 林 亜弥音 香川ＤＣ 10 大野 桜佳 香川ＤＣ 10 大内 晴名 佐賀ＤＣ 10 長谷山 奈優 川口市立
11 坂井 菜乃果 ＪＳＳ宝塚 11 津覇 すみれ 沖縄DC 11 田所 三夏姫 栃木ＤＣ 11 北村 夢 茨城
12 濱田 咲愛 ＪＳＳ宝塚 12 坂田 丹寧 土浦三 12 山吉 慧 三重DC 12 立野 萌 高知ＳＣ
13 永吉 悠愛 いいね金澤 13 岡本 さくら 米子DC 13 小山 栞奈 浜松湖東 13 伊熊 柚葉 浜松学院高
14 赤木 陽音 岡山DC 14 伊坂 奏音 三重DC 14 山口 歩夏 三重DC 14 戸田 萌々香 米沢ＤＣ
15 福井 絢乃 ＪＳＳ宝塚 15 山吉 絢 三重DC 15 谷本 珠菜 神辺ＳＰＣ 15 近藤 花菜 群馬DC
16 髙原 歩寧 ＪＳＳ宝塚 16 山村 榎鈴 ＪＳＳ宝塚 16 黒川 菜々実 大阪水泳学校 16 北田 夏鈴 小松大谷高校
17 鈴木 佳歩 ＪＳＳ宝塚 17 藤井 愛利 ＪＳＳ宝塚 17 関野 思衣 栃木ＤＣ 17 村山 聖来 致遠館高校
18 鈴木 静玖 ｾﾝﾄﾗﾙ 18 高桑 沙希 高岡ＳＣ 18 関口 麻耶 川口 SC 18 中村 日南 名古屋南高
19 八木 星輝 KDC 19 横山 結衣 ＪＳＳ宝塚 19 小板橋 咲良 群馬DC 19 北田 彩夏 小松大谷高校
20 長岡 凜 群馬DC 20 西川 炎歩 郡山ＤＣ 20 穴太 杏 いいね金澤 20 山崎 佳蓮 高知ＳＣ
21 村井 颯希 小松DC 21 平澤 杏里彩 長岡ＤＣ 21 畠山 ひなた 香川ＤＣ
22 鈴木 愛佳 ＪＳＳ宝塚 22 望月 来華 大分ＤＣ

23 佐々木 音華 米子DC
24 松田 心杏 いいね金澤

1 疋田 日菜 ﾄﾋﾞｳｵJrDC 1 伊東 波 会津DC 1 渡邉 叶乃音 長岡ＤＣ
2 栗原 仁瞳 ｾﾝﾄﾗﾙ 2 乗松 飛羽 EST 2 勝眞 海音 奈良高専
3 近澤 杏菜 いいね金澤 3 三島 友莉恵 神辺ＳＰＣ 3 畠山 ひなた 香川ＤＣ
4 角田 夢 米沢ＤＣ 4 田中 愛海 大阪水泳学校 4 湯川 陽菜 沖学園
5 藤井 愛利 ＪＳＳ宝塚 5 小板橋 咲良 群馬DC 5 千葉 真央 浜松学院高
6 大野 桜佳 香川ＤＣ 6 関口 麻耶 川口 SC 6 立野 萌 高知ＳＣ
7 末次 心温 水戸ＤＳ 7 小山 栞奈 浜松湖東 7 永木 夏奈 霞ヶ浦
8 伊坂 奏音 三重DC 8 田所 三夏姫 栃木ＤＣ 8 高田 蒼衣 神辺ＳＰＣ
9 山吉 絢 三重DC 9 青山 由唯加 浜松南陽 9 木村 つづみ ＪＳＳ宝塚

10 望月 咲来 FDC 10 谷本 珠菜 神辺ＳＰＣ 10 西山 桃子 金西高
11 高桑 沙希 高岡ＳＣ 11 山吉 慧 三重DC 11 北村 夢 茨城
12 嶋﨑 菜乃 高知ＳＣ 12 平澤 杏里彩 長岡ＤＣ 12 中村 日南 名古屋南高
13 横山 結衣 ＪＳＳ宝塚 13 大内 晴名 佐賀ＤＣ 13 北田 夏鈴 小松大谷高校
14 西川 炎歩 郡山ＤＣ 14 穴太 杏 いいね金澤 14 戸田 萌々香 米沢ＤＣ
15 柳川 小夏 高知ＳＣ 15 関野 思衣 栃木ＤＣ 15 近藤 花菜 群馬DC
16 坂田 丹寧 土浦三 16 黒川 菜々実 大阪水泳学校 16 村山 聖来 致遠館高校
17 山村 榎鈴 ＪＳＳ宝塚 17 松田 心杏 いいね金澤 17 熊木 蘭 群馬DC

18 望月 来華 大分ＤＣ 18 山崎 佳蓮 高知ＳＣ
19 佐々木 音華 米子DC 19 北田 彩夏 小松大谷高校

20 安田 舞 JOC  EA
21 荒井 祭里 ＪＳＳ宝塚
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