
No 団体名 クラス シード 氏名 学年 氏名 学年 曲名 曲名カナ

1 浜松積志ノースカイト A 小笠原　胡桃 中2 河合　紗穂 中2 Change Your Life チェンジ　ユア　ライフ

2 U.C.藤枝 A 千葉　綾音 中3 鈴木　杏奈 中3 Ｐrecious プレシャス

3 遠野一輪車クラブ A 伊藤　玲音 中2 赤坂　八枝 中1 Aqui Y Ahora アキヤホラ

4 枡形一輪車クラブ A 山田　沙織 中3 関谷　満里奈 中3 Desperado デスペラード

5 ラビット＆マウスⅡ A 古谷　　萌 中3 福壽　真優 中2 MY  Fate マイ　フェイト

6 ユニサイクルスマイル A 桑野　凪彩 中1 辻　歩夏 中2 Agua de Mayo アグア　デ　マヨ

7 船橋市一輪車協会 A 大野　美咲 中1 前岸　利奈 中1 Right In Front Of You ﾗｲﾄ ｲﾝ ﾌﾛﾝﾄ ｵﾌﾞ ﾕｳ

8 前沢一輪車クラブ　アルスノーバ A 佐藤　知花 中2 鈴木　真歩 中1 In This Life イン　ジィス　ライフ

9 ЁＨＡＴＯＶ A 遠藤　寧々 中3 塚澤　美妃 中3 TOP OF THE WORLD トップ　オブ　ザ　ワールド

10 ラビット＆マウスⅡ A 神定　寿江 中2 古谷　凪 中1 How Long ハウ　ロング

11 中央林間一輪車クラブ A 池田　実咲 中1 伊澤　彩葉 中1 Shot In the Dark ショット　イン　ザ　ダーク

12 静岡城内一輪車クラブ A 太田　結菜 中2 八木　泉咲 中1 千本桜 センボンザクラ

13 ラビット＆マウスⅡ A 小出　花菜 中2 林　百合菜 中2 When The One Loves You Right ウェン　ザ　ロング　ワン　ラブズ　ユー　ライト

14 浜松U.C.フライングカイト 佐々木　理冴 中3 川合　充佳乃 中2 タイムメッセンジャー タイムメッセンジャー

15 前沢一輪車クラブ　アルスノーバ A 小岩　実聖 中3 佐藤　里和 中2 The Other Side ジ　アザー　サイド

16 静岡城内一輪車クラブ A 榊　優衣 中3 小山　紗季 中3 Unconditionally アンコンディショナリー

17 IEG一輪車クラブ A 松山　涼音 中2 山崎　栞 中2 Dreaming Of The Days ドリーミング　オブ　ザ　デイズ

18 白百合保育園一輪車クラブ A 梶谷　優貴 中3 森沢　愛菜 中3 Express えくすぷれす

19 遠野一輪車クラブ A 宮澤　来実香 中3 琴畑　歩美 中2 Two Black Cadillacs トゥ　ブラック　キャデラック

20 静岡城内一輪車クラブ A 築山　友姫 中3 佐藤　寧々 中3 Night Fall ナイト　フォール

21 豊田児童センター A 鎌田　菜乃  中3 田中　伶旺  中1 Flame heart フレイム　ハート

22 IEG一輪車クラブ A ☆ 小野　文月 中3 小木　真由子 中3 Messiah メシア

23 UC Iwata クローバーカイト A ☆ 佐藤　彩乃 中3 山口　華野 中3 The MATRIX ザ　マトリックス

24 JUA中野島一輪車クラブ B 清水　香奈 16 亀井　夏子 16 Hearts Don't Lie ハーツ　ドン　ライ

25 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 B 冨安　美緒 16 橋本　あんず 中２ Footprints in the Sand フットプリンツ イン ザ サンド

26 豊田児童センター B 倉内　彩嘉 17 松田　繭  中3 Ice Symphony アイス　シンフォニー

27 枡形一輪車クラブ B 平川　優花 17 星野　美波 16 Only Human オンリー　ヒューマン

28 3up.UC B 三上　るあ 16 三上　りる 14 落花流水 ラッカリュウスイ

29 ラビット＆マウスⅡ B 須賀　友美 16 野村　睦季 16 Conquered コンクェード

30 枡形一輪車クラブ B 星野　成美 17 星野　美夏 中３ Listen To Your Heart リッスン　トゥー　ユア　ハート

31 伊勢原一輪車クラブ B 山口　詩織 18 野上　邑以 中2 Say You Love Me セイ　ユー　ラヴ　ミー

32 枡形一輪車クラブ B 井田　琴音 20 井田　茜音 18 Chandelier シャンデリア

33 U.C.藤枝 B 高田　朝日 16 高田　七海 中3 Feels like tonight フィールズ　ライク　トゥナイト

34 静岡城内一輪車クラブ B 山本　珠暉 15 長島　明歩 中3 Can't Stop The Rain キャント　ストップ　ザ　レイン

35 遠野一輪車クラブ B 菊池　彩純 15 佐々木　朱理 中３ Lovers Forever ラヴァーズ　フォーエバー

36 新百合丘一輪車クラブ B 田上　絢子 19 鈴木　ちひろ 17 Left Waiting レフト　ウェイティング

37 白百合保育園一輪車クラブ B 小玉　藍里 17 利部　紗椰 15 Utagaki うたがき

38 川崎渡田一輪車クラブ B 玉橋　美香 22 寺澤　瑞香 17 SILVER MOONLIGHT シルバー　ムーンライト

39 都筑一輪車クラブTWO LINK B ☆ 芦田　紗恵子 16 手塚　真唯 中３ Take A Bow テイク　ア　ボウ

40 静岡城内一輪車クラブ B ☆ 山本　夏夢 18 渡辺　南望 18 Camina y Ven カミナ　イ　ベン

41 白百合保育園一輪車クラブ B ☆ 薄田　澄子 16 斉藤　美佳 16 Give Me Love ぎぶ  みー  らぶ

42 静岡城内一輪車クラブ B ☆ 長坂　綾 16 滝口　夏緒 16 Hurt ハート
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Ｎｏ 団体名 クラス シード グループ名 グループ名カナ 曲名 曲名カナ

1 足立区一輪車連盟　レッツゴークラブ Ｓ ス☆テ☆ラ’８９ ステラ　ハチジュウキュウ Ｃｈａｒｌｉｅ　and the Chocolate Factory チャ-リｰ　アンド　ザ　チョコレート　ファクトリー

2 松戸一輪車クラブＭＩＣ Ｓ Platinum プラチナ Alfama アルファーマ

3 東部児童センター Ｓ 小粋 コイキ Will ウィル

4 中央林間一輪車クラブ Ｓ セントポーリア セントポーリア Shatter Me シャッター　ミー

5 一輪車クラブひの Ｓ レインボー レインボー battle of destiny バトル　オブ　デスティニー

6 船橋市一輪車協会 Ｓ ハッピースター ハッピースター Where does my Heart beat now ﾎｴｱｰ ﾀﾞｽﾞ ﾏｲ ﾊｰﾄ ﾋﾞｰﾄ ﾅｳ

7 ユニサイクルチーム・ポリクローム Ｓ ラ・フィーユ ラ・フィーユ Hoy Tengo Ganas De Ti ホイ　テンゴ　ガナス　デ　ティ

8 ユニサイクルのがわ Ｓ ユニサイクルのがわA ユニサイクルのがわえー ＭＡＲＩＡ マリア

9 浜松積志ノースカイト Ｓ ＡＳＰＩＲＡＴＩＯＮ アスピラシオン 陽炎は黄泉に待たむと カギロヒハ　ヨミニ　マタムト

10 都筑一輪車クラブTWO LINK Ｓ Ciel シェル ALL I NEED オール　アイ　ニード

11 U.C.藤枝 Ｓ マジカル☆ポップスター マジカル　ポップスター ティコ　ティコ ティコ　ティコ

12 一輪車クラブひの Ｓ ユニバース ユニバース Cassandora カッサンドラ

13 UC津軽 Ｓ ０－ZERO－ ゼロ ラガねぶた ラガネブタ

14 JUA中野島一輪車クラブ Ｓ フォルテ フォルテ HALO ヘイロー

15 浜松U.C.フライングカイト Ｓ ☆ ファンタジア ファンタジア NERO ネロ

16 川崎渡田一輪車クラブ Ｓ ☆ MIRACLE ミラクル Piano Concerto in A Minor ピアノ　コンチェルト　イン　エー　マイナー

17 枡形一輪車クラブ Ｓ ☆ 枡形一輪車クラブ マスガタイチリンシャクラブ Foolish Games フーリッシュゲーム

18 遠野一輪車クラブ Ｓ ☆ Ｓａｌｔｏ サルト Norwegian Pirate ノルウエジアン　パイレーツ

19 相模野一輪車クラブ Ｌ ブルー･エンジェルス ブルー･エンジェルス Summer Wars サマーウォーズ

20 ЁＨＡＴＯＶ Ｌ ＫＯＯ クウ ＳＩＧＮ サイン

21 IEG一輪車クラブ Ｌ 柘榴's ザクロス The Greatest Show on Earth ザ　グレイテスト　ショウ　オン　アース

22 前沢一輪車クラブ　アルスノーバ Ｌ VICTORIA ビクトリア C.O.S.M.O.S　～秋桜～ コスモス

23 ラビット＆マウスⅡ Ｌ スノーホワイト スノーホワイト Ave 　Maria アヴェ　マリア

24 UC Iwata クローバーカイト Ｌ CK ジャック シーケージャック never again ネバーアゲイン

25 静岡城内一輪車クラブ Ｌ メイプルシュガー メイプルシュガー Paradise パラダイス

26 豊田児童センター Ｌ 木村組 キムラクミ Warriors ウォリアーズ

27 白百合保育園一輪車クラブ Ｌ リリードールズ りりーどーるず Tai Rei Tei Rio たい  れい  たい  りお

28 静岡城内一輪車クラブ Ｌ ☆ ブルーリボン ブルーリボン Fight with Seymour ファイト　ウィズ　シーモア
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クラス Ｎｏ 団体名 チーム名 選手名 選手名カナ 学年（年齢）

大澤　穂香 オオサワ　ホノカ 中1

川島　香澄 カワシマ　カスミ 中1

鈴木　遥々 スズキ　ハルル 中1

富永　梨月 トミナガ　リツキ 中1

行木　梓紗 ナメキ　アズサ 中1

三木　二葉 ミキ　フタバ 中1

阿部　聖香 アベ　セイカ 20

鈴木　裕子 スズキ　ユウコ 18

篠塚　葉月 シノヅカ　ハヅキ 16

古田　瑞季 フルタ　ミズキ 16

小安　清楓 コヤス　サヤカ 16

浅田　花菜 アサダ　カナ 16

木村　理子 キムラ　リコ 中3

木村　柊弥 キムラ　シュウヤ 中3

平山　遥夏 ヒラヤマ　ハルカ 中2

川下　莉奈 カワシタ　リナ 中2

清藤　瑞生 セイトウ　ミズキ 中3

外崎　愛賀 トノサキ　アイカ 中2

板垣　萌香 イタガキ　モコ 中1

豊沢　藍 トヨサワ　アオイ 中1

古川　友結 コガワ　ユウユ 中1

田中　陽香 タナカ　ハルカ 中1

田中　風香 タナカ　フウカ 中1

長谷川　智咲 ハセガワ　チサキ 中1

加藤　日那 カトウ　ヒナ 中1

伊澤　成葉 イザワ　ナルハ 中3

大堀　希海 オオホリ　ノゾミ 中2

池田　実咲 イケダ　ミサキ 中1

伊澤　彩葉 イザワ　アヤハ 中1

加藤　美峰 カトウ　ミホ 中1

川口　愛裕 カワグチ　アユ 中3

白倉　阿未 シラクラ　アミ 中3

東　舞 アズマ　マイ 中2

天野　理那 アマノ　リナ 中2

斎藤　茉那 サイトウ　マナ 中1

中寺　摩祐花 ナカデラ　マユカ 中1

川口　真裕 カワグチ　マユウ 中1

市橋　理江 イチハシ　コトエ 16

小林　実代 コバヤシ　ミヨ 16

白鳥　翔子 シラトリ　ショウコ 17

西原　未来子 ニシハラ　ミキコ 16

松永　彩那 マツナガ　アヤナ 17

久保田　一輝 クボタ　カズキ 中3

松永　和加那 マツナガ　ワカナ 中2

大野　美咲 オオノ　ミサキ 中1

川口　雛 カワグチ　ヒナ 中1

前岸　利奈 マエギシ　リナ 中1

グループ演技　メンバー詳細

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

5 一輪車クラブひの レインボー

6 船橋市一輪車協会 ハッピースター

3 東部児童センター 小粋

4 中央林間一輪車クラブ セントポーリア

1 足立区一輪車連盟　レッツゴークラブ ス☆テ☆ラ’８９

2 松戸一輪車クラブＭＩＣ Platinum



グループ演技　メンバー詳細

高橋　遥花 タカハシ　ハルカ 17

本木　花織 モトキ　カオリ 17

谷口　しおり タニグチ　シオリ 17

清澤　舞華 キヨサワ　マイカ 17

有坂　麻里 アリサカ　マリ 16

後藤　怜奈 ゴトウ　レナ 15

矢花　瑞希 ヤバナ　ミズキ 中３

金井　瑠海 カナイ　ルミ 中３

高橋　悠里 タカハシ　ユリ 中３

小松　史歩 コマツ　シホ 中２

有坂　美紗 アリサカ　ミサ 中２

赤坂　佳沙未 アカサカ　カスミ 中3

近藤　充花 コンドウ　ミチカ 中3

森田　幸乃 モリタ　ユキノ 中3

中尾　珠希 ナカオ　タマキ 中２

近藤　由基 コンドウ　ヨシキ 中１

柴崎　希寧 シバザキ　ネネ 中１

本田　エレナ ホンダ　エレナ 中１

鈴木　伽菜 スズキ　カナ 17

千代島　未侑 チヨジマ　ミユ 17

小笠原　みく オガサワラ　ミク 16

宮田　歩奈 ミヤタ　アユナ 16

小笠原　胡桃 オガサワラ　クルミ 中２

河合　紗穂 カワイ　サホ 中２

浅田　陶矢 アサダ　トウヤ 中１

岡田　彩奈 オカダ　サナ 中１

栗田　結月 クリタ　ユヅキ 中１

野中　詩音 ノナカ　シオン 中１

芦田　紗恵子 アシダ　サエコ 16

手塚　真唯 テヅカ　マイ 中３

三澤　良夢 ミサワ　ラム 中３

手塚　愛羅 テヅカ　アイラ 中２

手塚　聖羅 テヅカ　セイラ 中２

宮守　杏奈 ミヤモリ　アンナ 中２

森　優花 モリ　ユウカ 中２

河合　萌瑛 カワイ　モエ 中１

高田　朝日 タカダ　アサヒ 16

高田　七海 タカダ　ナナミ 中3

鈴木　杏奈 スズキ　キョウナ 中3

千葉　綾音 チバ　アヤネ 中3

大塚　涼加 オオツカ　スズカ 中1

鈴木　朋音 スズキ　トモネ 中1

岩柳　美希 イワヤナギ　ミキ 19

浦島　彩音 ウラシマ　アヤネ 19

川口　美裕 カワグチ　ミユウ 19

高塚　恵 タカツカ　メグミ 19

大後　加弥子 オオゴ　カヤコ 18

白河　歩 シラカワ　アユミ 17

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

11 U.C.藤枝 マジカル☆ポップスター

12 一輪車クラブひの ユニバース

9 浜松積志ノースカイト ＡＳＰＩＲＡＴＩＯＮ

10 都筑一輪車クラブTWOLINK Ciel

7 ユニサイクルチーム・ポリクローム ラ・フィーユ

8 ユニサイクルのがわ ユニサイクルのがわA



グループ演技　メンバー詳細

稲葉夏希 イナバ　ナツキ 22

肥後映里 ヒゴ　エリ 22

葛西亜伊花 カサイ　アイカ 20

齋藤綾華 サイトウ　アヤカ 19

肥後有紗 ヒゴ　アリサ 18

葛西夏輝 カサイ　ナツキ 17

葛原玲美 クズハラ　レミ 17

鈴木くるみ スズキ　クルミ 16

赤平春菜 アカヒラ　ハルナ 16

今井莉菜 イマイ　リナ 中１

菅原　亜沙美 スガワラ　アサミ 20

乾　愛梨 イヌイ　アイリ 16

清水　香奈 シミズ　カナ 16

亀井　夏子 カメイ　ナツコ 16

山田　花楠 ヤマダ　カナン 16

亀井　葉月 カメイ　ハヅキ 中3

井村　沙耶 イムラ　サヤ 中2

島田　葵衣 シマダ　アオイ 中2

久保田　菜々 クボタ　ナナ 中2

國金　菜生 クニカネ　ナツキ 中1

長谷川　美波 ハセガワ　ミナミ 17

佐々木　理冴 ササキ　リコ 中3

飯田　真琴 イイダ　マコト 中3

宮田　有紀乃 ミヤタ　ユキノ 中2

川合　充佳乃 カワイ　ミカノ 中2

高山　奈々 タカヤマ　ナナ 中2

玉橋　美香 タマハシ　ミカ 22

野尻　彩加 ノジリ　アヤカ 22

松田　悠 マツダ　ハルカ 22

今野　春希 コンノ　ハルキ 19

寺澤　瑞香 テラサワ　ミズカ 17

大鋸　咲奈 オオノコ　サキナ 17

和田　夏穂 ワダ　カホ 16

神崎　絵里 カンザキ　エリ 16

清水　美乙 シミズ　ミオ 中１

井田　琴音 イダ　コトネ 20

井田　茜音 イダ　アカネ 18

星野　成美 ホシノ　ナルミ 17

平川　優花 ヒラカワ　ユウカ 17

星野　美波 ホシノ　ミナミ 16

星野　美夏 ホシノ　ミカ 中３

山田　沙織 ヤマダ　サオリ 中３

関谷　満里奈 セキヤ　マリナ 中３

槙井　涼 マキイ　スズ 中３

山田　藍子 ヤマダ　アイコ 中１

脇山　夏奈 ワキヤマ　カナ 17

菊池　悠李 キクチ　ユウリ 17

宮澤　杏佳 ミヤザワ　キョウカ 16

菊池　彩純 キクチ　アスミ 15

田中　愛永 タナカ　マナエ 15

佐々木　朱理 ササキ　シュリ 中３

宮澤　来実香 ミヤザワ　クミカ 中３

伊藤　玲音 イトウ　レネ 中２

琴畑　歩美 コトハタ　アユミ 中２

赤坂　八枝 アカサカ　ヤエ 中１

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

17 枡形一輪車クラブ 枡形一輪車クラブ

18 遠野一輪車クラブ Ｓａｌｔｏ

15 浜松U.C.フライングカイト ファンタジア

16 川崎渡田一輪車クラブ MIRACLE

13 UC津軽 ０－ZERO－

14 JUA中野島一輪車クラブ フォルテ



グループ演技　メンバー詳細

村上　奈津実 ムラカミ　ナツミ 20

伊高　衣里那 イタカ　エリナ 18

佐藤　瑞穂 サトウ　ミズホ 17

酒井　佑奈 サカイ　ユナ 16

望月　香織 モチヅキ　カオリ 16

鈴木　裕紀子 スズキ　ユキコ 15

久保　瑛美 クボ　テルミ 中3

酒井　美樹 サカイ　ミキ 中3

佐藤　涼果 サトウ　スズカ 中3

松木　彩華 マツキ　アヤカ 中3

花澤　美樹 ハナザワ　ミキ 中2

斉藤　楓 サイトウ　カエデ 中1

伊高　由梨奈 イタカ　ユリナ 中1

佐々木　天音 ササキ　アマネ 15

山﨑　涼 ヤマザキ　スズ 15

漆澤　奈々 ウルシザワ　ナナ 15

馬渕　七海 マブチ　ナナミ 中3

梅澤　七海 ウメザワ　ナナミ 中3

遠藤　寧々 エンドウ　ネネ 中3

塚澤　美妃 ツカザワ　ミキ 中3

武田　公佳 タケタ　キミカ 中2

畠山　愛梨 ハタケヤマ　アイリ 中2

下村　花未 シモムラ　ハナミ 中2

武田　萌夏 タケタ　モカ 中2

石田　花音 イシダ　カノン 中1

馬渕　葵 マブチ　アオイ 中1

茨木　麻衣 イバラキ　マイ 20

松山　波音 マツヤマ　ハネ 18

前田　奈緒 マエダ　ナオ 16

浅野　由佳 アサノ　ユウカ 16

小野　文月 オノ　フヅキ 中3

小木　真由子 コギ　マユコ 中3

古賀　ゆめ コガ　ユメ 中3

今朝丸　雪子 ケサマル　ユキコ 中3

青山　奈央 アオヤマ　ナオ 中3

山中　凜桜 ヤマナカ　リオ 中3

青田　香澄 アオタ　カスミ 中2

高橋　奈乃穂 タカハシ　ナノホ 中2

松山　涼音 マツヤマ　スズネ 中2

山崎　栞 ヤマザキ　シオリ 中2

初貝　杏実 ハツカイ　アミ 17

阿部　梨乃 アベ　リノ 15

佐藤　知乃 サトウ　チノ 15

千葉　静奈 チバ　セイナ 15

小岩　実聖 コイワ　ミサト 中３

千葉　楓香 チバ　フウカ 中３

菅野　京香 カンノ　キョウカ 中２

橋本　奈緒 ハシモト　ナオ 中２

佐藤　知花 サトウ　チカ 中２

渡辺　悠菜 ワタナベ　ハルナ 中２

佐藤　里和 サトウ　リオ 中２

鈴木　真歩 スズキ　マホ 中1

佐藤　いづみ サトウ　イヅミ 中1

佐藤　萌絵 サトウ　モエ 中1

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

21 IEG一輪車クラブ 柘榴's

22 前沢一輪車クラブ　アルスノーバ VICTORIA

19 相模野一輪車クラブ ブルー･エンジェルス

20 ЁＨＡＴＯＶ ＫＯＯ



グループ演技　メンバー詳細

須賀　友美 スガ　トモミ 16

野村　睦季 ノムラ　ムツキ 16

溝口　麻也 ミゾグチ　マヤ 16

古谷　萌 フルヤ　モエ 中３

福壽　美優 フクジュ　ミユ 中３

佐藤　璃音 サトウ　リオン 中３

染谷　愛莉 ソメヤ　アイリ 中２

福壽　真優 フクジュ　マユ 中２

神定　寿江 カンジョウ　トシエ 中２

小出　花菜 コイデ　カナ 中２

林　百合菜 ハヤシ　ユリナ 中２

水村　美結 ミズムラ　ミユウ 中２

古谷　凪 フルヤ　ナギ 中１

山下　菜都美 ヤマシタ　ナツミ 17

百鬼　妙 ナキリ　タエ 16

石田　真衣伽 イシダ　マイカ 16

鈴木　香夏 スズキ　コナツ 15

大澤　夢香 オオサワ　ユメカ 中3

奥村　祐菜 オクムラ　ユウナ 中3

喜多川　舞華 キタガワ　マイカ 中3

佐藤　彩乃 サトウ　アヤノ 中3

宮崎　風花 ミヤザキ　フウカ 中3

山口　華野 ヤマグチ　カノ 中3

菊池　茉優 キクチ　マユ 中2

竹原　あかり タケハラ　アカリ 中2

平野　朱梨 ヒラノ　アカリ 中2

喜多川　綾華 キタガワ　アヤカ 中1

澤口　祐衣 サワグチ　ユイ 中1

山下　阿美 ヤマシタ　アミ 中1

金井　優 カナイ　ユウ 中3

杉本　紗亜弥 スギモト　サアヤ 中3

小山　紗季 コヤマ　サキ 中3

榊　優衣 サカキ　ユイ 中3

長谷川　紗希 ハセガワ　サキ 中3

太田　結菜 オオタ　ユナ 中2

市川　ひより イチカワ　ヒヨリ 中1

八木　泉咲 ヤギ　ミサキ 中1

山本　佳凜 ヤマモト　カリン 中1

酒井　雪乃 サカイ　ユキノ 中1

秋山　愛加 アキヤマ　アイカ 中1

漆畑　美南海 ウルシバタ　ミナミ 中1

大橋　知紗子 オオハシ　チサコ 中1

橋元　優奈 ハシモト　ユウナ 中1

吉松　涼花 ヨシマツ　リョウカ 中1

Ｌ

Ｌ

Ｌ

25 静岡城内一輪車クラブ メイプルシュガー

23 ラビット＆マウスⅡ スノーホワイト

24 UC Iwata クローバーカイト CK ジャック



グループ演技　メンバー詳細

猪股　南 イノマタ　ミナミ 22

豊澤　賢也 トヨサワ　ケンヤ 21

倉内　彩嘉 クラウチ　サイカ 17

船水　美里　 フナミズ　ミサト　 16

松田　繭 マツダ　マユ 　中3

鎌田　菜乃 カマタ　ナノ 　中3

西谷　萌 ニシヤ　モエ 　中3

中畑　佳翔 ナカハタ　ケイト 　中2

尾﨑　麗羽 オザキ　ウルハ 　中1

澤田　ほのか サワダ　ホノカ 　中1

田中　伶旺 タナカ　レオ 　中1

藤田　紗佳 フジタ　サヤカ 　中1

小玉　藍里 コダマ　アイリ 17

赤石　成美 アカイシ　ナルミ 18

藤盛　真佑 フジモリ　マユ 17

保坂　麻里菜 ホサカ　マリナ 18

薄田　澄子 ススキダ　スミコ 16

斉藤　美佳 サイトウ　ミカ 16

利部　紗椰 カガブ　サヤ 15

高橋　愛美 タカハシ　アミ 15

酒井　晴菜 サカイ　ハルナ 15

杉本　日和　　 スギモト　ヒヨリ　　 中3

鎌田　朝妃 カマダ　アサヒ 中3

梶谷　優貴 カジタニ　ユウキ 中3

赤川　佳乃子 アカガワ　カノコ 中3

森沢　愛菜 モリサワ　マナ 中3

村田　桃佳 ムラタ　モモカ 中2

渡部　夏穂 ワタナベ　カホ 中2

若林　真陽 ワカバヤシ　マヒル 中2

松田　寧々 マツダ　ネネ 中1

山本　美月 ヤマモト　ミツキ 19

青木　咲織 アオキ　サオリ 18

渡辺　南望 ワタナベ　ミナミ 18

山本　夏夢 ヤマモト　ナツメ 18

堀池　美有 ホリイケ　ミユ 17

菅原　唯 スガハラ　ユイ 17

長坂　綾 ナガサカ　アヤ 16

滝口　夏緒 タキグチ　ナオ 16

佐藤　玲実 サトウ　レミ 16

市川　ひなた イチカワ　ヒナタ 15

吉本　奈生 ヨシモト　ナオ 15

山本　珠暉 ヤマモト　タマキ 15

長島　明歩 ナガシマ　アキホ 中3

佐藤　寧々 サトウ　ネネ 中3

山本　杏莉 ヤマモト　アンリ 中3

築山　友姫 ツキヤマ　ユキ 中3

Ｌ

Ｌ

Ｌ

27 白百合保育園一輪車クラブ リリードールズ

28 静岡城内一輪車クラブ ブルーリボン

26 豊田児童センター 木村組


