
プレコン A                                         10 月 25 日更新 

 

出場番号 参加者名  演⽬名 出の袖 ⾳出し 

101 神⾕穂佳 ペザント 上⼿ キッカケ 

102 岩澤伊緒⾥ フロリナ王⼥ 下⼿ 板付き 
103 三⽥怜 フロリナ王⼥ 下⼿ 板付き 
104 松井琉歌 フロリナ王⼥ 下⼿ 板付き 
105 ⼭中杏奈 フェアリードール 上⼿ ⾳先 
106 布野杏奈 海賊よりバリエーション 上⼿ 板付き 
107 奧村緋奈⼦ ペザント 下⼿ ⾳先 
108 古川芽 フロリナ王⼥ 下⼿ 板付き 
109 倉⼾杏 キューピッド 下⼿ 板付き 
110 ⼤塚友俐⼦ リーズ 上⼿ ⾳先 
111 林由⽉希 ペザント 下⼿ ⾳先 
112 ⼩川 紅 キューピッド 下⼿ キッカケ 
113 ⽥島美温 銀の精 上⼿ ⾳先 

 

 

プレコン B 

 

出場番号 参加者名  演⽬名 出の袖 ⾳出し 
201 兒⽟愛叶 ペザント 上⼿ キッカケ 
202 柿沼 希 キューピッド 上⼿ 板付き 
203 吉川 凜 フロリナ王⼥ 下⼿ 板付き 

204 ⾬宮夏絆 リーズ 下⼿ 板付き 

205 ⼩林菜々 キューピッド 上⼿ 板付き 
206 内⽥治花 フロリナ王⼥ 上⼿ キッカケ 
207 阿部⼼咲 キューピット 上⼿ 板付き 
208 岩瀬⼼愛 フロリナ王⼥ 下⼿ 板付き 
209 襟川橙⼦ オダリスク第 3 ヴァリエーション 上⼿ 板付き 

210 ⾕⼝愛 キューピッド 下⼿ キッカケ 
211 根岸愛唯理 フロリナ王⼥ 下⼿ 板付き 
212 永島明奈 リーズ 上⼿ ⾳先 
213 ネグル未⽻偉 アレルキナーダ 上⼿ 板付き 
214 ⼩林陽菜 トロワ第 1 ヴァリエーション 下⼿ 板付き 
215 湯浅みゆう アレルキナーダ 下⼿ ⾳先 

 



ジュニア A 

 

出場番号 参加者名  演⽬名 出の袖 ⾳出し 
301 襟川橙⼦ オダリスク第 3 ヴァリエーション 上⼿ 板付き 
302 栗原千波 海賊よりヴァリエーション 上⼿ ⾳先 
303 蓑⽥有彩 キューピッド 下⼿ キッカケ 
304 渡邊珠叶 アレルキナーダ 下⼿ ⾳先 
305 岸くるみ フロリナ王⼥ 下⼿ キッカケ 
306 七沢光 フロリナ王⼥ 下⼿ キッカケ 
307 望⽉結 ペザント 下⼿ ⾳先 
308 降⽮菜⽣ リーズ 上⼿ ⾳先 
309 岡⽥碧波 チポリーノよりサクランボ 下⼿ キッカケ 

 

 

ジュニア B 

出場番号 参加者名  演⽬名 出の袖 ⾳出し 
401 秋澤美波 オーロラ姫第 3 幕のヴァリエーション 下⼿ 板付き 
402 中島陽葵 タリスマン 上⼿ 板付き 
403 ⽔野勝瑛 ジークフリート王⼦ 上⼿ キッカケ 
404 鈴⽊愛⾳ トロワ第 3 ヴァリエーション 上⼿ キッカケ 
405 ⾨野⼼柚 フロリナ王⼥ 下⼿ 板付き 
406 天沼真⼼ サタネラ 上⼿ キッカケ 
407 森⽥美帆 パリの炎  下⼿ キッカケ 
408 佐々⽊美空 エスメラルダ  下⼿ キッカケ 
409 河野  桜⼦ ライモンダ 上⼿ 板付き 
410 倉嶋胡太朗 フランツ 上⼿ 板付き 
411 ⽯⽥⿓輝 パキータより男性のヴァリエーション 上⼿ ⾳先 
412 三⽥⼩陽 スワニルダ第 1 幕のヴァリエーション 上⼿ 板付き 
413 稲村志保 ⾦平糖の精 上⼿ 板付き 

414 五⼗畑沙奈 サタネラ 下⼿ 板付き 

415 橋本珠來 オーロラ姫第 1 幕のバリエーション 上⼿ 板付き 

416 阿久澤凰雅 海賊よりアリのヴァリエーション 上⼿ キッカケ 
417 阿久澤聖愛 オディール 下⼿ ⾳先 
418 ⼩林きるる パドトロワ第１ヴァリエーション 下⼿ 板付き 
419 出⽻真⿇ フロリナ王⼥ 下⼿ 板付き 
420 ⾼宮凪姫彩 キトリ 上⼿ ⾳先 

421 岡⽥真夏 ⿊⿃ 下⼿ ⾳先 



422 後藤紬⼼ ドルシネア 下⼿ ⾳先 
423 河野球⼈ 海賊よりアリのヴァリエーション 上⼿ キッカケ 
424 窪⽥啓冴 バジル 下⼿ キッカケ 
425 ⾼橋和⼦ タリスマン 上⼿ 板付き 
426 ⽯川莉⼦ サタネラ 上⼿ 板付き 
427 ⼭瀬莉代 眠りの森の美⼥より元気の精 下⼿ 板付き 
428 佐藤有⾐ ピチカート 上⼿ キッカケ 
429 ⼩林万夏 チャイコフスキーバドゥドゥ 男性ヴァリエーション 上⼿ 板付き 
430 永島陽莉 ペザント 下⼿ ⾳先 
431 ⾕中彩姫 眠りの森の美⼥より元気の精 下⼿ 板付き 
432 榑松凛⼼ ⾦平糖の精 上⼿ 板付き 
433 松原花⾳ スワニルダ第１幕のヴァリエーション 上⼿ キッカケ 
434 増⽥穂波 コッペリアより スペイン⼈形 上⼿ キッカケ 

 

シニア 

 

出場番号 参加者名  演⽬名 出の袖 ⾳出し 
501 四⼾智紀 ジゼルよりアルブレヒト 上⼿ 板付き 
502 中島媛花 ドルシネア 下⼿ ⾳先 
503 勢島咲幸 キトリ 上⼿ ⾳先 
504 堀内璃⼦ パキータよりエトワール 上⼿ ⾳先 
505 加藤 菜摘 スワニルダ 3 幕のヴァリエーション 上⼿ ⾳先 
506 ⾦⼦ 茉那 オーロラ姫第 1 幕のバリエーション 上⼿ ⾳先 
507 天⾕美結 メドーラ 上⼿ ⾳先 
508 六本⽊⾹歩 オーロラ姫第３幕のヴァリエーション 上⼿ 板付き 
509 川澄穂乃 アレルキナーダ 上⼿ ⾳先 
510 ⻲⼭涼 ダイアナ 下⼿ ⾳先 
511 鎌⽥賀帆 シルビア 下⼿ ⾳先 
512 吉本華慧 シンデレラ 上⼿ キッカケ 
513 佐藤みもざ フローラのヴァリエーション 下⼿ ⾳先 
514 ⼩杉瑠々 リラの精 下⼿ 板付き 
515 古川茉奈 森の⼥王 上⼿ ⾳先 
516 後藤なる カルメン 上⼿ 板付き 
517 篠原楓乃 エスメラルダ第 1 幕のヴァリエーション 上⼿ ⾳先 
518 越智友紀 キトリ 上⼿ ⾳先 
519 久保⽥忍 アダンのパドドゥよりバリエーション 上⼿ ⾳先 
520 望⽉恭花 エスメラルダ 上⼿ 板付き 



 

コンテンポラリー 

 

出場番号 参加者名  演⽬名 出の袖 ⾳出し 
601 勢島咲幸 interval 下⼿ キッカケ 
602 天沼真⼼ CORK 上⼿ キッカケ 
603 渡邊珠叶 カミューム 上⼿ 板付き 
604 河野桜⼦ ilus 下⼿ 板付き 
605 栗原舞 存在価値 上⼿ 無⾳ 
606 ⼩川真莉椛 かけら 上⼿ ⾳先 
607 ⼤橋茉⽩ みんなちがってみんないい 上⼿ ⾳先 
608 ⽥中莉⼦ 劇場 下⼿ 板付き 
609 出⽻真⿇ Breath of life 下⼿ 板付き 
610 徳川颯 Suite of....  上⼿ ⾳先 
611 端⽔蓮 Nebula 上⼿ キッカケ 
612 後藤紬⼼ Bohemian 下⼿ 板付き 
613 ⽔澤美乃⾥ Partition 上⼿ キッカケ 
614 佐藤有⾐ Carrousel 下⼿ キッカケ 

 


