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古橋　迅 石川　晴海

中　京介 山道　悠生

時國　朋也 久田　天雅

境　奏太郎 泉　善文

竹田　数将 宮崎　登良為

田中　利空 中村　爽空也

福島　悠馬 畠山　才蔵

玉岡　翔 谷内　聡天

七海　拓洋 浦　利弥

松村　光流 木下　慎士郎

山塚　修史 佐々木　翔真

久内　拓 寺谷　一茶

岡澤　佑 本多　和真
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影田　永遠 南　慶斉

八嶋　斗哉 下橋　広志

川端　団 能戸　健太

東　洸太 竹原　立朔

永田　悠真
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藤部　真央 弥田　唯花

伊藤　璃子 野崎　姫色

曽山　愛結梨 とりやクラブ 田丸　和佳奈

手取屋　丸子 輪島ジュニア 西　菜摘

林　茉穂 佐久間　未輝

船崎　香遥 畠山　日衣奈

渡辺　柊

赤田　桃果

竹口　陽菜 苧野　柚葉

宮下　亜華莉 中村　明日香

板倉　来歩 吉田　蘭 バモスはくい

福永　ゆうひ 高野　暖菜 七尾ジュニア

山口　莉乃

大久保　瑠夏

宮下　日香莉

廣田　佳奈

藤井　史菜 新谷　心和

村田　真乙 山田　真綺

池ノ上　愛実 橋本　まゆ

古川　晴賀 菅原　涼

山本　楓佳

中村　静月 大村　友里

中村　結希晴

作田　結衣 小玉　かいり

金守　優月 大橋　璃音

村上　愛奈 宮腰　光里

堀田　菜々子 吉野　日菜

吉田　舞咲

嶋田　彩希

藤田　茉美

山谷　咲奈

久田　莉奈 金瀬戸　のよ

北　桃果 古川　紗羽

道端　紗彩 小原　暖乃

吉田　未来 川崎　妃花

奥田　心優

平野　綾奈 坂下　舞花

松永　心奈

渕上　遥 稲木　愛莉

中西　琉那 升井　結菜

東田　ちさと 中田　心春

海老　真柚未 上川　真厘

道場　菫

東谷　佳奈

濵田　楓 築山　葵

山崎　桜空 出村　星流

小林　真那美 桜井　寿奈

佛田　明優 佐古　桃菜

岡　凛音 前野　真衣

岡村　留花 橋本　果恋
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堀　彰真 宮村　悠

西　浩太郎 志田　幸大

小幡　惟月 窪　卓人

（ＯＰＥＮ） 宮下　渉来

船山 蓮仁 白藤　　至

石倉 洋人 黒田　莉央

吉田　徳翔 北谷 唯翔

岩岸　煌真 大橋 玲央

青山　璃空 界　利來

笹谷　育也 上田　蕾暉

畠山　総介 岩﨑　絆

藤岡　蓮 浜本　太樹

酒谷　凱大 飛龍　一颯

赤井　拓実 森原　蒼介

久田　陸人 松岡　悠翔 能美ジュニア

中　竜之介 伊藤　丈瑠 河北台キッズ

青島　聡汰 坂下　晃介

金瀬戸　浬士 近岡　宗一郎

卯木　悠惺 山本　望人

山岸　晴翔 丸山　結士

岩田　千弘 森田　暁仁

林　秀樹 反保　翔

道淵　希海 境　瞬吾

村田　琉成 酒谷　煌太

鍋島　凛 宮腰　大地

藤井　大和 森谷　桜也
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山田　侑果 平場　百華

大橋　紀子 中村　誌那

山岸　和奏 高宮 さくらこ

浜木　心優 青山　夏歩

小林　愛優 市堀　ゐ織

小山　桃奈 大積　美月

坂本　彩翔 本田　彩

服部　亜子 中村　桜子

今牛　日菜香 川上　紗弥

岩野　奈央 森澤　陽南乃

竹田　樹里 宮下　　媛

竹島　すず 泉　　咲希

北野　桃子 黒氏　りん

岡﨑　咲那 山口　陽向

山下　悠月 濵田　椛

前田　みわ 津留崎　咲来

善田　知愛 南　穏來

飯田　美里 吉村　きらり

宮本　琉夢 野崎　夕姫

森澤　遥 築山　あかり

上田　りあら 道端　潤

久田　侑楽 古橋　澪

嶋垣　由愛 升井　莉愛

大門　杏美 丹尾　ひなの

築山　和奏 竹原　夢彩

小幡　菜沙 竹原　弥愛

明翫　凜華 大西　彩愛

平賀　莉采 赤坂　里沙子

小酒　虹海 佐々木　恵那

佐古　七海 廣田　彩希

濱本　愛 宮本　ゆず

堂下　華暖 芳原　愛未

七浦　愛理 佐藤　ありさ

津留崎　桃佳 東　ゆきな

朝川　零菜 岩見　莉歩

藤田　奈緒 山本　希恵

杉本　怜 宮川　結衣

長道　朱里 米田　芽実

岡島　汐里葉 宇ノ気クラブ 卜部　瑚凪夢

小原　萌々子 能登町ジュニア 岡下　華己

安本　彩乃 川淵　恵都

石崎　真彩 （ＯＰＥＮ）

山田　来美 斎藤　優月

牛上　綾那 面　真絆

打越　文奈

干場　真歩
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10 七尾ジュニア とりやクラブ 33

13 七尾ジュニア 美川ジュニア 36

11 とりやクラブ 小松荒屋ジュニア 34

12 能登町ジュニア 輪島ジュニア 35

16 バモスはくい
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