
１Ｇ ２Ｇ ３Ｇ １Ｇ ２Ｇ ３Ｇ １Ｇ ２Ｇ ３Ｇ

3 7 11 熊本県 本⽥ ⼼優 愛知県 ⽥⼝みちる 3 7 11 静岡県 古川 綺⾳ ⾼知県 ⼤村 彩⼼ 愛知県 江崎 華菜 3 7 11 愛知県 ⽥野 結梨 福岡県 ⽚桐 ⿇実

4 8 12 茨城県 ⼾塚未紗稀 広島県 渡邉  葵 神奈川県 篠  優美 4 8 12 和歌⼭県 伊藤 有来 埼⽟県 ⽯井こころ 4 8 12 北海道 鷲頭 凜華 ⻑崎県 中島  唯 愛知県 髙本 聖菜

5 9 13 埼⽟県 中岡 凛⾳ 沖縄県 荻堂 栞鈴 5 9 3 ⼤阪府 ⾕⼝ 美憂 広島県 北川 幸希 ⽯川県 松井 由実 5 9 13 京都府 秋元 真奈 ⻘森県 野呂 鈴⾳

6 10 14 愛媛県 ⼤畑 陽菜 徳島県 露岡 祐⾥ 群⾺県 岡⽥  翠 6 10 4 栃⽊県 加藤 幸姫 愛媛県 藤井 ⽇和 6 10 14 東京都 関  彩花 愛媛県 藤坂 柚凪 ⼭形県 濱野 歌恋

7 11 3 ⻘森県 宇野 愛⽣ 京都府 安⽥ 柚依 7 11 5 愛知県 住⽥ 結萌 千葉県 ⿊⽊ 美⽻ 岡⼭県 塩㞍 聡美 7 11 3 沖縄県 稲福 観⼣ 愛媛県 ⼤⾕ ⼼咲

8 12 4 東京都 渡辺 ⾳彩 三重県 ⼩宮万由⼦ 愛知県 ⻑屋 似奈 8 12 6 京都府 坂本  愛 佐賀県 ⼩野しおり 8 12 4 埼⽟県 岩元 理沙 ⼤阪府 河部 夢空 神奈川県 平嶋 彩葉

9 13 5 静岡県 鈴⽊ 千智 ⼤分県 中嶋ほのか 9 3 7 埼⽟県 鈴⽊渚璃⾳ 沖縄県 柳楽 優⾐ ⼭形県 平⽥ 璃⼦ 9 13 5 東京都 ⾼橋 亜⼦ 静岡県 寺⽥  茜

10 14 6 広島県 中塩 美桜 埼⽟県 井上 梨乃 和歌⼭県 神崎 采那 10 4 8 ⻑崎県 中島 佳⾳ 神奈川県 濵﨑 姫琉 10 14 6 熊本県 改喜 美友 徳島県 村崎 遥⾹ 富⼭県 吉崎 愛来

11 3 7 京都府 北條 ⼼暖 ⽯川県 吉⽥ 知花 11 5 9 熊本県 増⽥ 菜美 愛知県 豊⽥こころ 群⾺県 ⽯⽥ 結梨 11 3 7 広島県 渡邉  陽 宮城県 ⼭下 紗⾐

12 4 8 岐⾩県 加藤 碧唯 東京都 葛⽣ 愛梨 ⼤阪府 ⾕⼝ 優依 12 6 10 三重県 中村  ⼼ 東京都 瀬川 実悠 12 4 8 群⾺県 川野 瑞貴 京都府 ⼭本 きらら 愛知県 押切 絢⾳

13 5 9 愛知県 ⾚松  葵 岩⼿県 相澤 茉季 13 17 21 東京都 葛⽣ 愛梨 ⼤阪府 ⾕⼝ 優依 岐⾩県 加藤 碧唯 13 5 9 埼⽟県 ⽯井ののか 熊本県 ⼤鶴眞悠⼦

14 6 10 神奈川県 網代 羅夢 千葉県 笠井 美樹 滋賀県 廣⽥  楓 14 18 22 京都府 安⽥ 柚依 ⻘森県 宇野 愛⽣ 14 6 10 三重県 澤⽥ 枇奈 神奈川県 網代 煌羅 埼⽟県 江原 芽⽣

15 19 23 沖縄県 稲福 観⼣ 愛媛県 ⼤⾕ ⼼咲 15 19 23 徳島県 露岡 祐⾥ 群⾺県 岡⽥ 翠 愛媛県 ⼤畑 陽菜 15 19 23 神奈川県 濵﨑 姫琉 ⻑崎県 中島 佳⾳

16 20 24 愛知県 押切 絢⾳ 群⾺県 川野 瑞貴 京都府 ⼭本きらら 16 20 24 岩⼿県 相澤 茉季 愛知県 ⾚松  葵 16 20 24 愛知県 豊⽥こころ 群⾺県 ⽯⽥ 結梨 熊本県 増⽥ 菜美

17 21 25 東京都 ⾼橋 亜⼦ 静岡県 寺⽥  茜 17 21 13 神奈川県 篠  優美 茨城県 ⼾塚未紗稀 広島県 渡邉  葵 17 21 15 愛媛県 藤井 ⽇和 栃⽊県 加藤 幸姫

18 22 26 神奈川県 網代 煌羅 埼⽟県 江原 芽⽣ 三重県 澤⽥ 枇奈 18 22 14 ⽯川県 吉⽥ 知花 京都府 北條 ⼼暖 18 22 16 ⾼知県 ⼤村 彩⼼ 愛知県 江崎 華菜 静岡県 古川 綺⾳

19 23 15 広島県 渡邉  陽 宮城県 ⼭下 紗⾐ 19 23 15 埼⽟県 井上 梨乃 和歌⼭県 神崎 采那 広島県 中塩 美桜 19 23 17 東京都 瀬川 実悠 三重県 中村  ⼼

20 24 16 ⻑崎県 中島  唯 愛知県 髙本 聖菜 北海道 鷲頭 凜華 20 24 16 沖縄県 荻堂 栞鈴 埼⽟県 中岡 凛⾳ 20 24 18 広島県 北川 幸希 ⽯川県 松井 由実 ⼤阪府 ⾕⼝ 美憂

21 25 17 埼⽟県 ⽯井ののか 熊本県 ⼤鶴眞悠⼦ 21 13 17 三重県 ⼩宮万由⼦ 愛知県 ⻑屋 似奈 東京都 渡辺 ⾳彩 21 15 19 埼⽟県 ⽯井こころ 和歌⼭県 伊藤 有来

22 26 18 愛媛県 藤坂 柚凪 ⼭形県 濱野 歌恋 東京都 関  彩花 22 14 18 愛知県 ⽥⼝みちる 熊本県 本⽥ ⼼優 22 16 20 千葉県 ⿊⽊ 美⽻ 岡⼭県 塩㞍 聡美 愛知県 住⽥ 結萌

23 15 19 愛知県 ⽥野 結梨 福岡県 ⽚桐 ⿇実 23 15 19 千葉県 笠井 美樹 滋賀県 廣⽥  楓 神奈川県 網代 羅夢 23 17 21 佐賀県 ⼩野しおり 京都府 坂本  愛

24 16 20 ⼤阪府 河部 夢空 神奈川県 平嶋 彩葉 埼⽟県 岩元 理沙 24 16 20 ⼤分県 中嶋ほのか 静岡県 鈴⽊ 千智 24 18 22 沖縄県 柳楽 優⾐ ⼭形県 平⽥ 璃⼦ 埼⽟県 鈴⽊渚璃⾳

25 17 21 京都府 秋元 真奈 ⻘森県 野呂 鈴⾳ 25 29 33 神奈川県 平嶋 彩葉 埼⽟県 岩元 理沙 ⼤阪府 河部 夢空 25 29 33 京都府 北條 ⼼暖 ⽯川県 吉⽥ 知花

26 18 22 徳島県 村崎 遥⾹ 富⼭県 吉崎 愛来 熊本県 改喜 美友 26 30 34 宮城県 ⼭下 紗⾐ 広島県 渡邉  陽 26 30 34 愛知県 ⻑屋 似奈 東京都 渡辺 ⾳彩 三重県 ⼩宮万由⼦

27 31 35 東京都 瀬川 実悠 三重県 中村  ⼼ 27 31 35 埼⽟県 江原 芽⽣ 三重県 澤⽥ 枇奈 神奈川県 網代 煌羅 27 31 35 愛知県 ⾚松  葵 岩⼿県 相澤 茉季

28 32 36 岡⼭県 塩㞍 聡美 愛知県 住⽥ 結萌 千葉県 ⿊⽊ 美⽻ 28 32 36 ⻘森県 野呂 鈴⾳ 京都府 秋元 真奈 28 32 36 和歌⼭県 神崎 采那 広島県 中塩 美桜 埼⽟県 井上 梨乃

29 33 27 神奈川県 濵﨑 姫琉 ⻑崎県 中島 佳⾳ 29 33 25 群⾺県 川野 瑞貴 京都府 ⼭本 きらら 愛知県 押切 絢⾳ 29 33 25 熊本県 本⽥ ⼼優 愛知県 ⽥⼝みちる

30 34 28 ⽯川県 松井 由実 ⼤阪府 ⾕⼝ 美憂 広島県 北川 幸希 30 34 26 福岡県 ⽚桐 ⿇実 愛知県 ⽥野 結梨 30 34 26 ⼤阪府 ⾕⼝ 優依 岐⾩県 加藤 碧唯 東京都 葛⽣ 愛梨

31 35 29 埼⽟県 ⽯井こころ 和歌⼭県 伊藤 有来 31 35 27 ⼭形県 濱野 歌恋 東京都 関  彩花 愛媛県 藤坂 柚凪 31 35 27 埼⽟県 中岡 凛⾳ 沖縄県 荻堂 栞鈴

32 36 30 群⾺県 ⽯⽥ 結梨 熊本県 増⽥ 菜美 愛知県 豊⽥こころ 32 36 28 静岡県 寺⽥  茜 東京都 ⾼橋 亜⼦ 32 36 28 滋賀県 廣⽥  楓 神奈川県 網代 羅夢 千葉県 笠井 美樹

33 27 31 佐賀県 ⼩野しおり 京都府 坂本  愛 33 25 29 愛知県 髙本 聖菜 北海道 鷲頭 凜華 ⻑崎県 中島  唯 33 25 29 ⻘森県 宇野 愛⽣ 京都府 安⽥ 柚依

34 28 32 愛知県 江崎 華菜 静岡県 古川 綺⾳ ⾼知県 ⼤村 彩⼼ 34 26 30 愛媛県 ⼤⾕ ⼼咲 沖縄県 稲福 観⼣ 34 26 30 広島県 渡邉  葵 神奈川県 篠  優美 茨城県 ⼾塚未紗稀

35 29 33 愛媛県 藤井 ⽇和 栃⽊県 加藤 幸姫 35 27 31 富⼭県 吉崎 愛来 熊本県 改喜 美友 徳島県 村崎 遥⾹ 35 27 31 静岡県 鈴⽊ 千智 ⼤分県 中嶋ほのか

36 30 34 ⼭形県 平⽥ 璃⼦ 埼⽟県 鈴⽊渚璃⾳ 沖縄県 柳楽 優⾐ 36 28 32 熊本県 ⼤鶴眞悠⼦ 埼⽟県 ⽯井ののか 36 28 32 群⾺県 岡⽥ 翠 愛媛県 ⼤畑 陽菜 徳島県 露岡 祐⾥
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