
番号 地区 都道府県 学校名 番号 選⼿名 地区 都道府県 学校名
1 中国 広島県 如⽔館 13 増﨑 雛 北信越 新潟県 関根学園
2 九州 熊本県 九州学院 14 ⼭⽥ 和花 関東 埼⽟県 埼⽟栄
3 関東 茨城県 東洋⼤学附属⽜久 15 四元 槙葵 九州 ⿅児島県 県⽴⿅児島南
4 北海道 北海道 北海道恵庭南 16 ⾜⽴ 未⽻ 中国 島根県 松江市⽴⼥⼦
5 東北 ⼭形県 県⽴南陽 17 林 凜奈 近畿 滋賀県 県⽴⽟川
6 東海 岐⾩県 県⽴岐⾩商業 18 影⼭ 夏果 東北 福島県 尚志
7 関東 群⾺県 県⽴前橋⼯業 19 三俣 星空 四国 ⾹川県 ⾼松中央
8 九州 沖縄県 県⽴前原 20 ⿑藤 瑶葵 九州 ⼤分県 県⽴⼤分南
9 東北 ⻘森県 県⽴⻘森北 21 浅川 野乃⾹ 関東 ⼭梨県 ⽇本航空
10 北信越 福井県 敦賀気⽐ 22 ⽊下 真⾐ 近畿 和歌⼭県 和歌⼭南陵
11 四国 ⾼知県 県⽴宿⽑⼯業 23 中村 紋⼣梨 東海 愛知県 県⽴半⽥商業
12 近畿 兵庫県 東洋⼤学附属姫路 24 ⼭本 南 九州 宮崎県 県⽴延岡

番号 地区 都道府県 学校名 番号 選⼿名 地区 都道府県 学校名
25 東海 静岡県 御殿場⻄ 37 村上 ⽃南 中国 岡⼭県 おかやま⼭陽
26 東北 秋⽥県 県⽴秋⽥⼯業 38 棚⽥ 凪咲 四国 徳島県 県⽴⼩松島⻄
27 中国 ⿃取県 ⿃取城北 39 志村 珠妃 関東 神奈川県 横浜創学館
28 九州 ⻑崎県 県⽴佐世保東翔 40 上⽥ 萌華 近畿 奈良県 奈良⼤学附属
29 関東 栃⽊県 作新学院 41 宮⻄ 令奈 北信越 ⽯川県 ⼩松⼤⾕
30 近畿 京都府 京都両洋 42 村⽥ 紅葉 九州 佐賀県 ⿓⾕
31 東北 岩⼿県 県⽴盛岡第三 43 岩⽥ 彩菜 関東 東京都 ⼋雲学園
32 北信越 富⼭県 新川 44 與市園 彩妃 中国 ⼭⼝県 ⾼⽔
33 四国 愛媛県 県⽴松⼭中央 45 相川 夏凜 北信越 ⻑野県 松本第⼀
34 九州 沖縄県 県⽴浦添 46 岡部 ⾹⾳ 九州 福岡県 県⽴東筑
35 近畿 ⼤阪府 ⼤阪学芸 47 梶原 まひる 東北 宮城県 ⽯巻好⽂館
36 関東 千葉県 秀明⼋千代 48 塩野 七海 東海 三重県 県⽴川越清⽔ ⾳乃

上位４名選出 上位４名選出

芳賀 愛⼼
⼄部 真優⼦
⾈川 楓
相原 知歩
久場 麗佳
駒澤 雪実

選⼿名
福島 愛理
村上 奈緒
⼭下 莉佳
盛⽥ ひばり
久保⽥ 詩穂

⻄井 未⽻
上甲 桜樺
岡⽥ 愛結

横浜 聖羅

上位４名選出

芝崎 梨帆
新屋 ⼄葉

第１プール 

女子 個人形（96名）Ｎｏ．１

第2ラウンド（８名）

第３プール  第４プール 

選⼿名
村⽥ 真奈美
宮坂 怜那
⽥原 ⽇愛
橋本 夢絵

第２プール 

第2ラウンド（８名）

上位４名選出

上位４名が第３ラウンド（８名）へ

上位４名が第３ラウンド（８名）へ

渡部 紗⼸
萩原 彩⽇



番号 地区 都道府県 学校名 番号 選⼿名 地区 都道府県 学校名
49 関東 群⾺県 県⽴前橋⼯業 61 髙橋 栞⾥ 東北 岩⼿県 県⽴釜⽯
50 九州 福岡県 博多 62 ⻄野 沙耶 東海 三重県 県⽴四⽇市商業
51 四国 徳島県 県⽴徳島科学技術 63 泉 優⾥花 関東 東京都 ⼋雲学園
52 近畿 奈良県 県⽴磯城野 64 ⼭浦 七海 九州 ⻑崎県 県⽴佐世保北
53 東北 宮城県 ⽯巻市⽴桜坂 65 ⻄岡 奈乃⼦ 中国 広島県 広島翔洋
54 中国 ⼭⼝県 下関国際 66 ⽚川 優実 近畿 ⼤阪府 ⼤阪学芸
55 九州 ⼤分県 東九州⿓⾕ 67 總領 陽来⾥ 北信越 福井県 福井⼯業⼤学附属福井

56 関東 ⼭梨県 ⽇本航空 68 仲野 佳廉 九州 熊本県 開新
57 北信越 ⻑野県 松本第⼀ 69 牟禮 亜央依 四国 ⾹川県 県⽴⾼松商業
58 東北 福島県 県⽴平⼯業 70 梅原 千佳 中国 ⿃取県 県⽴⽶⼦東
59 近畿 滋賀県 滋賀学園 71 久保⽥ 凪 関東 栃⽊県 県⽴⿊磯南
60 東海 静岡県 御殿場⻄ 72 友利 瑛令那 九州 沖縄県 県⽴浦添

番号 地区 都道府県 学校名 番号 選⼿名 地区 都道府県 学校名
73 近畿 兵庫県 夙川 85 佐々⽊ 千夏 四国 愛媛県 済美
74 北信越 ⽯川県 ⼩松⼤⾕ 86 ⼭崎 理奈 九州 佐賀県 県⽴佐賀北
75 関東 埼⽟県 埼⽟栄 87 ⾦⽉ 瑠華 中国 島根県 県⽴平⽥
76 東北 ⻘森県 県⽴⻘森北 88 ⻘⼭ ⾵⾳ 近畿 和歌⼭県 県⽴熊野
77 四国 ⾼知県 明徳義塾 89 ⽯塚 颯綺 関東 茨城県 東洋⼤学附属⽜久

78 九州 ⿅児島県 ⿅児島第⼀ 90 ⽥伏 叶愛 北信越 新潟県 県⽴燕中等
79 関東 千葉県 秀明⼋千代 91 吉⾒ 彩 東北 ⼭形県 県⽴天童
80 北信越 富⼭県 県⽴⼋尾 92 坂本 杏樹 北海道 北海道 北海道恵庭南
81 九州 宮崎県 県⽴都城泉ヶ丘 93 江尻 光 関東 神奈川県 横浜創学館
82 東海 岐⾩県 済美 94 ⽵内 佑織 東海 愛知県 東邦
83 東北 秋⽥県 県⽴能代松陽 95 三井 理愛 近畿 京都府 華頂⼥⼦
84 中国 岡⼭県 おかやま⼭陽 96 佐和⽥ 莉乃 九州 沖縄県 県⽴浦添森本 樹

⽇髙 瑞希
萩⼭ 七帆
帯⼑ 千乃
佐藤 美空
中路 陽沙未
佐藤 英⾥

福永 愛唯

岡﨑 愛佳

上位４名が第３ラウンド（８名）へ

第2ラウンド（８名）

上位４名選出

選⼿名
加藤 くるみ
松村 凪彩
⽵下 穂⾹
坂本 絵磨

上位４名選出

第７プール  第８プール 

⻄ 百⾹
⽮津⽥ 弥紅
⼤内 美⾥沙
宇海 友⾥加
佐藤 美波
𠮷村 美咲

浅野 ひまり

上位４名が第３ラウンド（８名）へ

第2ラウンド（８名）

上位４名選出 上位４名選出

第５プール  第６プール 
選⼿名

中島 ⾵花
宇都宮 優佳
鈴⽊ あいな
辻本 詩温

女子 個人形（96名）Ｎｏ．２


