
No. 名前 フリガナ No. 名前 フリガナ No. 名前 フリガナ
1 林涼介 ハヤシリョウスケ 1 有川　隼平 アリカワ　シュンペイ 1 井上　未来 イノウエ　ミサ
2 ⼤塚 紀孝 オオツカ ノリタカ 2 ⾼橋穰太朗 タカハシジョウタロウ 2 ⻑⾕川 颯⾹ ハセガワ ソウカ
3 池⽥鋼史 イケダコウシ 3 橋本京太 ハシモトキョウタ 3 関川 愛⾳ セキカワ メロディ
4 菅沼郁⺒ スガヌマイクミ 4 内⽥晴 ウチダハル 4 ⻄脇　千夏 ニシワキ　チナツ
5 齋藤　正樹 サイトウ　マサキ 5 ⼩宮⼭敦⼠ コミヤマ アツシ 5 菊池 野⾳ キクチ ノネ
6 ⾼橋実来 タカハシミライ 6 ⾼野 ⿓⽣ タカノ リュウセイ 6 神代 綺花 カミヨ アヤカ
7 伊藤颯真 イトウソウマ 7 柳原光樹 ヤナギハラミツキ 7 勝呂美紗 スグロミサ
8 ⻄尾 幸⼤ ニシオ  ユキヒロ 8 永坂澪弥 ナガサカレイヤ 8 ⼤澤 苺花 オオサワ イチカ
9 ⼭⽥　航⼤ ヤマダ　コウダイ 9 井場晴⼠ イバハルト 9 ⽷賀友紀 イトガユキ
10 佐久間 祝 サクマ ノリト 10 安楽 宙⽃ アンラク ソラト 10 ⼤塚優希 オオツカユウキ
11 能村　政輝 ノムラ　マサキ 11 阿部昇悟 アベショウゴ 11 MARIANA FIERRO ACEVED フィエーロ マリアナ
12 ⽶澤 悠 ヨネザワ ハル 12 ⽶花　猛 ヨネハナ　タケル 12 ⾼⽥こころ タカタココロ
13 ⼭本智也 ヤマモトトモヤ 13 宗像 俊暁 ムナカタ トシアキ 13 松浦玲⾳ マツウラレネ
14 篠嵜洸 シノザキヒロシ 14 塩澤慶 シオザワ　ケイ 14 鈴⽊ 可菜美 スズキ カナミ
15 ⼩⻄ 桂 コニシ カツラ 15 中村颯⼈ ナカムラハヤト 15 坂井絢⾳ サカイアヤネ
16 島根 正芳 シマネ マサヨシ 16 ⼩川　峻 オガワ　シュン 16 伊東そら イトウソラ
17 今井清⼈ イマイキヨヒト 17 ⾕丸 蓮 タニマル レン 17 廣井真菜 ヒロイマナ
18 前⽥ 昌彦 マエダ マサヒコ 18 ⾓⽥ 暁 ツノダ アキラ 18 末澤結⾐ スエザワユイ
19 松浦陽⾊ マツウラヒイロ 19 ⽯井達也 イシイタツヤ 19 ⼩屋松 恋 コヤマツ レン
20 渡部伸也 ワタベシンヤ 20 新垣瑠雄 アラカキリオ 20 ⼩倉 蒔夏 オグラシナツ
21 渡邉 悠太 ワタナベ ユウタ 21 ⽵内勇気 タケウチユウキ 21 ⽚桐柚奈 カタギリユウナ
22 吉永利⾏ ヨシナガトシユキ 22 原 賢伸 ハラ ケンシン 22 ⼩林　和⾳ コバヤシ　カズネ
23 島　⽂殊 シマ　モンジュ 23 中村⽂哉 ナカムラフミヤ 23 中⾥渓夏 ナカサトケイカ
24 ⼩林拓磨 コバヤシタクマ 24 ⼩福⽥透 コフクダトオル 24 ⽯井秀佳 イシイミシカ
25 髙眞颯太 タカマソウタ 25 坂井壯多 サカイソウタ 25 林 かりん ハヤシ カリン
26 ⽩數 裕⼤ シラス ユウタ 26 樋⼝ 和明 ヒグチ カズアキ 26 秦野 由⽻ ハダノ ユウ
27 ⾚平 悦啓 アカヒラ ヨシヒロ 27 ⽊所雅貴 キドコロマサキ 27 古川 ⽇南⼦ フルカワヒナコ
28 ⾼⽊克則 タカギカツノリ 28 佐々⽊ 政明 ササキ マサアキ 28 森 奈央 モリ ナオ
29 有村俊紀 アリムラトシノリ 29 ⼩俣　和⾳ オマタ　ナオト 29 ⽵内亜⾐ タケウチアイ
30 今泉結太 イマイズミユウタ 30 樋⼝ 瑞希 ヒグチ ミズキ 30 ⽯井 未来 イシイ ミク
31 ⻑⾕川貴都 ハセガワタカト 31 渡辺 潤 ワタナベ ジュン 31 前⽥　涼⼦ マエダ　リョウコ
32 ⻄村 和洋 ニシムラ カズヒロ 32 番匠⼤樹 バンショウ　ダイジュ 32 萩原⾹⽉ ハギワラカヅキ
33 宮⾥健⼤ ミヤザトタケヒロ 33 尾崎 玲央 オザキ レオ 33 Vanessa Teng ヴァネッサ テン
34 松本祥太 マツモトショウタ 34 照⼭優 テルヤマユウ 34 中村 可奈 ナカムラ カナ
35 奥⾕ 陵矩 オクタニ リク 35 川畑イサム カワバタイサム 35 ⼯藤　空 クドウ　ソラ
36 渡辺 颯海 ワタナベ ソーマ 36 池原　悠太 イケハラ　ユウタ 36 ⾕　汐唯 タニ　シオイ
37 ⽩井翔太 シライショウタ 37 古堅 雄⼠ フルゲン ユウジ 37 Chinaza Nwigwe Chinaza Nwigwe
38 今泉到樹 イマイズミトウキ 38 外岡 啓太朗 トノオカ ケイタロウ
39 ⾕岸玲旺 タニギシレオ 39 塚⽥匠 ツカダタクミ
40 鎗⽥浩平 ヤリタコウヘイ 40 原沢弘⼀ ハラサワコウイチ
41 ⾚池俊哉 アカイケトシヤ 41 平澤  ⿎太郎 ヒラサワ  コタロウ
42 久⽊崎　雄輝 クキザキ　ユウキ 42 Tu　Nguyen Tu　Nguyen
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