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北海道 村山　結来 (5) スネイルズ 愛知 犬飼　友唯 (5) 一友クラブ

北海道 中川　実美 (5) 美唄Star Jr. 愛知 稲垣　琉依香 (4) 東名卓球ジム

北海道 真野　楓 (4) 美唄Star Jr. 三重 鈴木　雫月 (5) サイズミック

青森 大山　葉音 (4) 八戸卓球アカデミー 岐阜 清水　若奈 (5) ウエタク

青森 福士　心菜 (5) 神山ＴＴＣ 滋賀 松井　明香里 (4) 平ジュニア

岩手 南　芹那 (4) 洋野卓球クラブ 京都 松島　美空 (2) 田阪卓研

宮城 小幡　唯菜 (4) 仙台卓球センタークラブ 京都 飯田　莉々花 (3) ＮＥＸ’ＴＡＧＥ

秋田 藤原　伊織 (4) 秋田卓球会館スポーツ少年団 大阪 伊東　彩芽 (2) 関西卓球アカデミー

山形 榎本　佳純 (2) きらり川南スポーツクラブ 大阪 栗田　寧々 (5) 川嶋ジュニア

山形 坂野　夢叶 (4) やくわクラブ 大阪 松下　愛菜 (5) 関西卓球アカデミー

福島 矢部　莉央 (5) 喜多方卓球ランド 兵庫 末瀬　結唯 (4) 卓栄Kid’s

茨城 関　麻穂 (5) 紫峰ジュニア 兵庫 梅田　杏莉 (5) 華兵ロードスカイ

栃木 五十畑　寿音 (3) 卓桜会栃木卓球センター 奈良 橋本　菫 (4) 小瀬クラブ

栃木 園部　葵彩 (5) 卓桜会栃木卓球センター 和歌山 川口　美桜 (5) タナベTTC

群馬 武井　美桜 (4) マエタク倶楽部 鳥取 竹本　悠奈 (5) MTC鳥取

群馬 高橋　青葉 (5) TIT 島根 梅澤　柚稀菜 (5) SIUクラブ

群馬 原澤　杏佳 (5) 薄根卓球 岡山 多久間　愛惟 (5) Ｔ.Ｃマルカワ

埼玉 小西　紅偉 (3) Global Athlete Project 広島 前川　栞南 (5) ヒロタクスポーツ

埼玉 村田　愛心 (5) みよしクラブ 山口 阿武　柚里南 (5) ピンポンハウス徳山

千葉 吉岡　咲 (4) マイダス 香川 峯　いちほ (3) イトウＴＴＣ

千葉 渡邉　ひかり (5) La. VIES 徳島 藤野　姫愛 (5) 福島卓球クラブ

東京 伊藤　友杏 (5) 羽佳卓球俱楽部 愛媛 水ノ江　美帆 (4) Shibata　T.Ｔスタジオ

東京 水元　心愛 (5) 偉関ＴＴＬ 高知 溝渕　まいり (3) K-TTC

東京 吉住　誌允 (4) 偉関ＴＴＬ 福岡 石田　心美 (4) 石田卓球Ｎ+

神奈川 廣田　夢里 (5) 岸田クラブ 福岡 岩本  詩菜 (5) 石田卓球Ｎ+

神奈川 持田　桜奏 (5) 千木良TPC 福岡 森　星姫 (4) 森卓球塾

山梨 川尻 杏樹 (4) 熱血クラブ 福岡 原　ひなた (5) 片山卓球クラブ

新潟 渡邊　葵 (5) 新発田ジュニア 佐賀 藤吉　凛香 (5) フォレストTTC

長野 阿部　歩果 (5) 佐久穂JTC 長崎 橋口　六華 (5) 長崎ＪＴＣ

富山 石原　悠希 (5) ＳＴＥＰ氷見 熊本 高田　真帆 (5) ヒゴ鏡卓球クラブ

石川 高田　美宜 (5) 羽咋クラブJr 熊本 髙森　桜羽華 (5) 矢部卓球クラブ

福井 伊藤　三緒 (5) フェニックス卓球クラブ 大分 江藤　衣舞 (5) 宇土クラブ

静岡 伊藤　一花 (5) ぬまたくクラブ 宮崎 郡司　明日咲 (4) スマイルＴＣ

静岡 花沢　夏琳 (5) よ～じ道場 鹿児島 中島　陽菜 (5) 松元卓連

静岡 岩見　香蓮 (5) 徳増卓球クラブ 沖縄 前田　　怜 (4) エナジック卓球アカデミー

愛知 真田　晴羽 (3) 一友クラブ
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