
コンテンポラリーダンス部門総合
順位 名前 所属スタジオ 

A
振付者

第1位 福岡県知事賞 (CB-7) 大橋 瑞穂 バレエスタジオアッサンブレ 佐藤 惟

第2位 福岡市長賞 (CB-8) 坂下 心音 バレエスタジオ舞 三澤 延江

第3位 西日本新聞社賞 (CB-6) 古閑 美音 KMA熊本ミュージックアーティスト 
バレエスクール

宮内 麻衣子

クラシックバレエ部門総合
順位 名前 所属スタジオ 

A
指導者

第1位 福岡県知事賞 (SB-19) 橋住 日乃 ソレイヤジェインズ 
インターナショナルバレエスクール

松田 ソレイヤ

第2位 福岡市長賞 (SA-35) 佐藤 永愛 バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈 / 野村 優香

第3位 西日本新聞社賞 (JB-41) 村上 咲栄 エトワールバレエスクール 大出 唯

ジャズダンス部門総合
順位 名前 所属スタジオ 

A
指導者

第1位 福岡県知事賞 (ZS-4) 杉田 静香 Stella☆DanceCompany 赤澤 僚子

第2位 福岡市長賞 
(ZG-3)  

山口 萌 / 遠井 公輝
FUNTRUE

遠井 公輝 
山口 萌 
広瀬 恵子

第3位 西日本新聞社賞

(ZG-2) 
池本 由愛 / 天満 栞 
木村 佑菜 / 岡本 唯楓 

佐竹 風華

ヨシムラダンスセンター 礼 よしむら

KIDC 2022年 受賞者一覧 



クラシックバレエジュニア女子A部門 (11～12歳)
順位 名前 所属スタジオ 

A
指導者

第1位 (JA-30) 橋住 日乃 ソレイヤジェインズ 
インターナショナルバレエスクール

松田 ソレイヤ

最優秀指導者賞 松田 ソレイヤ

第2位 (JA-20) 石塚 優 エスポワール・バレエ 澤野 由香

第3位 (JA-37) 石丸 杏菜 タカコバレエスタジオ 中西 隆子

第4位 (JA-42) 油利 桃香 ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン 
ガリビヤン 奈帆

第5位 (JA-39) 奥田 芽乙 エトワールバレエスクール 大出 唯

第6位 (JA-35) 泉 碧乃 KMA熊本ミュージックアーティスト 
バレエスクール

岩井 佐代

第7位 (JA-18) 岡本 紗佳 KMA熊本ミュージックアーティスト 
バレエスクール

岩井 佐代

第8位 (JA-33) 佐藤 美愛 バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈 
野村 優香

第9位 (JA-41) 中村 莉子 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

第10位 (JA-44) 田代 愛 ダンススタジオCORAZON 譯林 春美

第11位 (JA-46) 皆川 和希 エトワールバレエスクール 大出 唯

第12位 (JA-43) 佐々木 希蒼 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

第13位 (JA-7) 島宮 瑠唯 NS バレエアカデミー 長崎 真湖

第14位 (JA-29) 黒部 紗楽 タカコバレエスタジオ 中西 隆子 
中西 諒

第15位 (JA-8) 古田 藍理 Balletto benessere 田中 美礼

株式会社MyStar賞 (JA-1) 吉村 菜央 Balletto benessere 田中 美礼

株式会社MyStar賞 (JA-31) 坂本 恭野 CCFバレエアカデミー 長末 春

株式会社M’s賞 (JA-23) 江口 みのり ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

株式会社M’s賞 (JA-36) 古賀 さくら 金澤志保バレエスタジオ 金澤 志保

アトリエヨシノ賞 (JA-30) 橋住 日乃 ソレイヤジェインズ 
インターナショナルバレエスクール

松田 ソレイヤ

バレエアプロム賞 (JA-18) 岡本 紗佳 KMA熊本ミュージックアーティスト 
バレエスクール

岩井 佐代



クラシックバレエジュニア女子B部門 (13～14歳)
順位 名前 所属スタジオ 

A
指導者

第1位 (JB-41) 村上 咲栄 エトワールバレエスクール 大出 唯

最優秀指導者賞 大出 唯

第2位 (JB-19) 原 日菜歩 古江バレエスクール 古江 幸恵

第3位 (JB-16) 喜多村 真優 Ballet Schatz 槇本 彩子

第4位 (JB-31) 田中 愛梨 OC BALLET ACADEMY 岡﨑 千容

第5位 (JB-15) 永尾 樹里 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

第6位 (JB-34) 松野 果歩 Ballet Schatz 槇本 彩子

第7位 (JB-1) 岩切 もえ KMA熊本ミュージックアーティスト 
バレエスクール

岩井 佐代

第8位 (JB-8) 夏木 杏凪 ballet studio Reve 川田 しのぶ

第9位 (JB-42) 田村 奈々 おがわバレエアカデミーフクオカ 小川 ともこ 
勝野 マリ

第10位 (JB-24) 木村 黄菜 古江バレエスクール 古江 加歩

第11位 (JB-46) 川畑 ひのか シスアールバレエスタジオ 吉川 利枝子

第12位 (JB-22) 木尾 紗梨 Ballet Studio 22 Classic&Contemporary 有村 佳永

第13位 (JB-40) 下高 雅 古江バレエスクール 古江 加歩

第14位 (JB-7) 福田 心愛 黒木隆江バレエスタジオ 黒木 隆江

第15位 (JB-35) 野末 小雪 ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン 
ガリビヤン 奈帆

株式会社MyStar賞 (JB-6) 宮本 乙葵 環バレエアートスタジオ 比嘉 環

株式会社MyStar賞 (JB-49) 小西 咲来 田中千賀子バレエ団 田中 ルリ

株式会社M’s賞 (JB-14) 武矢 琉花 エトワールバレエスクール 大出 唯

株式会社M’s賞 (JB-48) 赤木 桃羽 スタジオブラット 矢野 友葉

アトリエヨシノ賞 (JB-41) 村上 咲栄 エトワールバレエスクール 大出 唯

バレエアプロム賞 (JB-40) 下高 雅 古江バレエスクール 古江 加歩



クラシックバレエジュニア女子C部門 (15～17歳)
順位 名前 所属スタジオ 

A
指導者

第1位 (JC-19) 髙橋 友莉亜 エトワールバレエスクール 大出 唯

最優秀指導者賞 大出 唯

第2位 (JC-36) 柴田 みう Ballet Schatz 槇本 彩子

第3位 (JC-29) 山田 凜 スタジオブラット 矢野 友葉

第4位 (JC-6) 堀田 花音 Masako Ballet 本田 真理子 
四位 昌子

第5位 (JC-21) 山口 美織 バレエスタジオレーヴ 川田 しのぶ

第6位 (JC-34) 白竹 史佳 彩バレエスタジオ 安井 彩子

第7位 (JC-28) 小林 亜実 クロスツースタジオ 武生 玲奈

第8位 (JC-31) 森木 和胡 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝 
梅野 公徳

第9位 (JC-24) 山内 唯菜 ユリコバレエスタジオ 田上 由里子

第10位 (JC-5) 檜垣 七都 Ballet Schatz 槇本 彩子

株式会社MyStar賞 (JC-4) 市川 愛依 金澤志保バレエスタジオ 金澤 志保

株式会社MyStar賞 (JC-18) 月成 恵生 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

株式会社M’s賞 (JC-13) 田中 瑞姫 エスポワール・バレエ 澤野 由香

株式会社M’s賞 (JC-26) 平山 茉奈実 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

アトリエヨシノ賞 (JC-19) 髙橋 友莉亜 エトワールバレエスクール 大出 唯

クラシックバレエジュニア男子部門 (13～15歳)
順位 名前 所属スタジオ 

A
指導者

第1位 該当者なし

第2位 (MJ-2) 今村 敬 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

第3位 (MJ-1) 川島 煌生 バレエ シャッツ 槇本 彩子



バレエシューズA部門 (8～10歳・男女混合) 
順位 名前 所属スタジオ 

A
指導者

第1位 (SA-35) 佐藤 永愛 バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈 / 野村 優香

最優秀指導者賞 佐藤 芳奈 / 野村 優香

第2位 (SA-20) 和泉 ここ バレエスタジオレーヴ 川田 しのぶ

第3位 (SA-8) 藤岡 海嘉 バレエスタジオ ラ・モンテ 三尾 幸子

第4位 (SA-15) 谷 侑奈 古江バレエスクール 古江 加歩

第5位 (SA-28) 平本 稟珠 バレエスタジオ ラ・モンテ 三尾 幸子

第6位 (SA-24) 田中 愛梨 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

第7位 (SA-32) 中島 日菜 タカコバレエスタジオ 中西 隆子

第8位 (SA-2) 佐々木 颯香 黒木隆江バレエスタジオ 黒木 隆江

第9位 (SA-1) 佐々木 ソフィア Yoko Kuruta Ballet 倉田 陽子

第10位 (SA-29) 喜多村 和哉 Ballet Schatz 槇本 彩子

株式会社MyStar賞 (SA-9) 神崎 朱莉 Balletto benessere 田中 美礼

株式会社M’s賞 (SA-4) 中平 華都 黒木隆江バレエスタジオ 黒木 隆江

株式会社M’s賞 (SA-12) 藤嶋 華歩 Emiバレエスタジオ 田中 絵美

株式会社M’s賞 (SA-33) 濱崎 小百合 バレエスタジオ カラーズ 新納 美加

アトリエヨシノ賞 (SA-35) 佐藤 永愛 バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈 / 野村 優香

クラシックバレエシニア女子部門 (18歳～)
順位 名前 所属スタジオ 

A
指導者

第1位 (S-2) 達城 伶奈 ソレイヤジェインズ 
インターナショナルバレエスクール

松田 ソレイヤ

最優秀指導者賞 松田 ソレイヤ

第2位 (S-6) 塩﨑 碧 TOGAWA BALLET SCHOOL 戸川 有香

第3位 (S-3) 中川 愛生 R-class 石黒 理恵

第4位 (S-7) 奥 遥歌 エスポワール・バレエ 澤野 由香

株式会社MyStar賞 (S-8) 花田 詩子 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

株式会社M’s賞 (S-4) 西園 彩花 ユリコバレエスタジオ 田上 由里子

アトリエヨシノ賞 (S-2) 達城 伶奈 ソレイヤジェインズ 
インターナショナルバレエスクール

松田 ソレイヤ



大人バレエ部門 (順位付け無し) 
協賛企業賞 名前 所属スタジオ 

A
指導者

有限会社 雄覇 (A-1) 藤村 美恵 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

株式会社チャコット　 (A-2) 松村 美穂 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

株式会社シルビア　 (A-3) 鮫島 順子 野々村吏美バレエスクール 野々村 吏美

有限会社 アトリエヨシノ (A-4) 山田 明日香 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

株式会社 My Star (A-5) 竹中 由美子 無所属 古野 薫

バレエシューズB部門 (11～12歳・男女混合) 
順位 名前 所属スタジオ 

A
指導者

第1位 (SB-19) 橋住 日乃 ソレイヤジェインズ 
インターナショナルバレエスクール

松田 ソレイヤ

最優秀指導者賞 松田 ソレイヤ

第2位 (SB-9) 末吉 紗也 ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン 
ガリビヤン 奈帆

第3位 (SB-21) 泉 碧乃 KMA熊本ミュージックアーティスト　
バレエスクール

岩井 佐代

第4位 (SB-13) 川下 凜乃 おがわバレエアカデミーフクオカ 小川 ともこ 
勝野 マリ

第5位 (SB-1) 常田 結愛 Emi バレエスタジオ 田中 絵美

第6位 (SB-20) 澤 麗音奈 ソレイヤジェインズ 
インターナショナルバレエスクール

松田 ソレイヤ

第7位 (SB-5) 中井 心渚 Balletto Benessere 田中 美礼

第8位 (SB-22) 大村 粋 エーアンドジェイ 
バレエパフォーミングアーツ

采 あさみ 
堤 淳

第9位 (SB-4) 迎 智重子 ソレイヤジェインズ 
インターナショナルバレエスクール

松田 ソレイヤ

第10位 (SB-15) 渡邉 歩楓 ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン 
ガリビヤン 奈帆

株式会社MyStar賞 (SB-16) 川田 優衣 ソレイヤジェインズ 
インターナショナルバレエスクール

松田 ソレイヤ

株式会社M’s賞 (SB-2) 藤本 もも花 ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン 
ガリビヤン 奈帆

株式会社M’s賞 (SB-8) 津川 詩 ソレイヤジェインズ 
インターナショナルバレエスクール

松田 ソレイヤ

株式会社M’s賞 (SB-18) 久米田 美采 ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン 
ガリビヤン 奈帆

アトリエヨシノ賞 (SB-19) 橋住 日乃 ソレイヤジェインズ 
インターナショナルバレエスクール

松田 ソレイヤ



コンテンポラリーダンスソロジュニアA部門 (10～13歳)
順位 名前 所属スタジオ 

A
振付者

第1位 (CA-2) 石丸 杏菜 タカコバレエスタジオ 本間 紗世

第2位 (CA-9) 木尾 紗梨 Ballet Studio 22 Classic&Contemporary 平田 友子

第3位 (CA-8) 佐藤 瑠花 環バレエアートスタジオ 比嘉 環

第4位 (CA-6) 宮本 乙葵 環バレエアートスタジオ 比嘉 環

有限会社 雄覇賞 (CA-3) 原 美空 KMA熊本ミュージックアーティスト 
バレエスクール

宮内 麻衣子

アトリエヨシノ賞 (CA-2) 石丸 杏菜 タカコバレエスタジオ 本間 紗世

コンテンポラリーダンスソロジュニアB部門 (14～17歳)
順位 名前 所属スタジオ 

A
振付者

第1位 (CB-7) 大橋 瑞穂 バレエスタジオアッサンブレ 佐藤 惟

第2位 (CB-8) 坂下 心音 バレエスタジオ舞 三澤 延江

第3位 (CB-6) 古閑 美音 KMA熊本ミュージックアーティスト 
バレエスクール

宮内 麻衣子

第4位 (CB-5) 井上 伶菜 シスアールバレエスタジオ 本間 紗世

アトリエヨシノ賞 (CB-7) 大橋 瑞穂 バレエスタジオアッサンブレ 佐藤 惟

バリアフリー部門 (ジャンル問わず) 
順位 名前 所属スタジオ 

A
振付者

1位 該当者なし

２位 (BF-2) さとう あい 無所属 さとう あい

3位 (BF-4) ムッシュー マサ 無所属 あそう まさのり

Infinite Possibilities賞 (BF-2) さとう あい 無所属 さとう あい

Infinite Possibilities賞 (BF-4) ムッシュー マサ 無所属 あそう まさのり



コンテンポラリーダンスソロシニア部門 (18歳～)
順位 名前 所属スタジオ 

A
振付者

第1位 (CS-10) 角田 莉沙 無所属 櫛田 祥光

第2位 (CS-1) 八坂 采音 アルテローザバレエスクール 中田 一史

第3位 (CS-7) 野村 王雅 無所属 野村 王雅

第4位 (CS-9) 安川 えりか 無所属 安川 えりか

第5位 (CS-3) 堤 唯月 無所属 堤 絆兎

office VANGALOW賞 (CS-2) 西園 彩花 ユリコバレエスタジオ 西園 彩花

アトリエヨシノ賞 (CS-10) 角田 莉沙 無所属 櫛田 祥光

コンテンポラリーダンスアンサンブル部門 (10歳～)
順位 名前 所属スタジオ 

A
指導者

第1位

(CG-4) 西田 吏織 
古閑 美音 
岩切 もえ 
原 美空 
岡本 紗佳

KMA熊本ミュージック 
アーティストバレエスクール

宮内 麻衣子

第2位
(CG-5)  
坂下 心音 
笠井 らら

バレエスタジオ舞 三澤 延江

第3位

(CG-6) 
大河原 萌愛 
吉岡 優月 
檜垣 菜々寧

DDK dance create 玖島 雅子

アトリエヨシノ賞

(CG-4) 西田 吏織 
古閑 美音 
岩切 もえ 
原 美空 
岡本 紗佳

KMA熊本ミュージック 
アーティストバレエスクール

宮内 麻衣子



ジャズダンスソロジュニアA部門 (10～13歳)
順位 名前 所属スタジオ 

A
指導者

第1位 該当者なし

第2位 該当者なし

第3位 該当者なし

ジャズダンスソロシニア部門 (18歳～)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (ZS-4) 杉田 静香 Stella☆DanceCompany 赤澤 僚子

第2位 (ZS-1) 佐竹 風華 ヨシムラダンスセンター 佐竹 風華

第3位 該当者なし

アトリエヨシノ賞 (ZS-4) 杉田 静香 Stella☆DanceCompany 赤澤 僚子

ジャズダンスアンサンブル部門 (10歳～)
順位 名前 所属スタジオ 

A
指導者

第1位 該当者なし

第2位
(ZG-3)  

山口 萌 / 遠井 公輝
FUNTRUE

遠井 公輝 
山口 萌 
広瀬 恵子

第3位

(ZG-2) 
池本 由愛 / 天満 栞 
木村 佑菜 / 岡本 唯楓 

佐竹 風華

ヨシムラダンスセンター 礼 よしむら

ジャズダンスソロジュニアB部門 (14～17歳)
順位 名前 所属スタジオ 

A
指導者

第1位 該当者なし

第2位 該当者なし

第3位 該当者なし



KIDC 2022 スカラーシップ & アドミッション 
KIDC 2022 スカラーシップ & アドミッション 

*エストニア国立タリン音楽・バレエスクール (MUBA) フルスカラシップ［学費・寮費全額免除］ 
W-5 青山 そら（ワークショップのみ参加） 

*ゴー・バレエ・アカデミー：年間プログラム 
（参加許可＋フルスカラシップ(授業料免除。渡航費、滞在費などは自己負担)） 
該当者なし 

*ゴー・バレエ・アカデミー：サマースクール（参加許可＋部分スカラシップ） 
JB-41 村上 咲栄 / S-2 達城 伶奈 / S-5 岡 希美 / S-8 花田 詩子  

*ゴー・バレエ・アカデミー：サマースクール（参加許可） 
該当者なし 

*エリソン・バレエ：サマースクール 
JB-41 村上 咲栄 

*アーキタンツ・トレーニング・プログラム入学許可+スカラシップ 
JA-20 石塚 優 / JA-30 橋住 日乃 / JA-37 石丸 杏菜 
JB-19 原 日菜歩 / JB-41 村上 咲栄 

*アーキタンツ・ワークショップ・スカラシップ（または短期研修） 
JA-35 泉 碧乃 / JA-39 奥田 芽乙 / JA-42 油利 桃佳 
JB-8 夏木 杏凪 / JB-31 田中 愛梨 / JB-34 松野 果歩 / JB-35 野末 小雪 / JB-45 山口 晴 

*アーキタンツ体験入学 
JA-18 岡本 紗佳 / JA-33 佐藤 美愛 / JA-46 皆川 和希 
JB-2 田口 心雪 / JB-15 永尾 樹里 / JB-16 喜多村 真優 / JB-33 中川 愛 
S-2 達城 伶奈 / S-5 岡 希美 / S-8 花田 詩子 

*アネット・ロスリ・ダンス・アカデミー サマースクール・スカラーシップ 
W-5 青山 そら（ワークショップのみ参加） 

*アネット・ロスリ・ダンス・アカデミー 1週間スカラーシップ 
JB-14 武矢 琉花 / JB-49 小西 咲来 / MJ-2 今村 敬 / S-4 西園 彩花 / S-6 塩﨑 碧  

*ペンシルバニア・バレエ・アカデミーサマー・インテンシブ2022 参加許可 
JB-19 原 日菜歩 / JB-24 木村 黄菜 / JB-40 下高 雅 



＊アルメニア国立バレエ団：研修参加 
S-2 達城 伶奈 

*アルメニア国立バレエ学校：短期参加訪問許可 
JB-8 夏木 杏凪 / JB-31 田中 愛梨 / JB-40 下高 雅 / JB-42 田村 奈々 / JC-29 山田 凜 

*チェコ・ヤナチェック・コンサバトリー：短期入学許可 
JC-4 市川 愛依 / JC-6 堀田 花音 / JC-21 山口 美織 

*バレエアプロム賞(来年度バレエアプロムワークショップ全額スカラーシップ) 
JA-18 岡本 紗佳 / JB-40 下高 雅 

*2022 Seoul International Dance Carnival Vol.6 出場参参加費免除 
CG-4 西田 吏織 / 古閑 美音 / 岩切 もえ / 原 美空 / 岡本 紗佳  
CB-8 坂下 心音 / ZS-4 杉田 静香 
ZG-2 池本 由愛 / 天満 栞 / 木村 佑菜 / 岡本 唯楓 / 佐竹 風華 

*作品賞 （次点） 
CG-6 大河原 萌愛/ 吉岡 優月/ 檜垣 菜々寧  
振付者: 玖島 雅子 

*1MILLION DANCE STUDIO（韓国）レッスンチケット10回券 
ZS-4 杉田 静香 

*ロシアバレエサマーキャンプ 2022 長野  
SA-20 和泉 ここ / SA-22 白井 ことみ / SA-24 田中 愛梨 / SA-28 平本 稟珠 / SA-32 中島 日菜  
SA-34 梅林 鈴歩 / SA-35 佐藤 永愛  
SB-9 末吉 紗也 / SB-13 川下 凜乃 / SB-15 渡邉 歩楓 / SB-19 橋住 日乃 / SB-20 澤 麗音奈 / SB-21 泉 碧乃  
S-1 片小田 夕梨菜 / S-2 達城 伶奈 / S-4 西園 彩花 / S-5 岡 希美 / S-6 塩﨑 碧 / S-7 奥 遥歌 
JA-7 島宮 瑠唯 / JA-14 高橋 寧々 / JA-18 岡本 紗佳 / JA-20 石塚 優 / JA-22 矢島 空瑠海 
JA-23 江口 みのり / JA-26 國吉 莉央 / JA-29 黒部 紗楽 / JA-30 橋住 日乃 / JA-31 坂本 恭野 
JA-32 澤 麗音奈 / JA-33 佐藤 美愛 / JA-35 泉 碧乃 / JA-37 石丸 杏菜 / JA-38 大坪 奈央 / JA-39 奥田 芽乙 
JA-41 中村 莉子 / JA-42 油利 桃佳 / JA-43 佐々木 希蒼 / JA-44 田代 愛 / JA-45 原 美空 / JA-46 皆川 和希 
JB-1 岩切 もえ / JB-2 田口 心雪 / JB-5 脇 凜々花 / JB-6 宮本 乙葵 / JB-7 福田 心愛 /JB-8 夏木 杏凪 
JB-9 前迫 咲良 / JB-14 武矢 琉花 / JB-15 永尾 樹里 / JB-16 喜多村 真優 / JB-17 青木 まり 
JB-19 原 日菜歩 / JB-24 木村 黄菜 / JB-31 田中 愛梨 / JB-34 松野 果歩 / JB-35 野末 小雪 / JB-40 下高 雅 
JB-41 村上 咲栄 / JB-42 田村 奈々 / JB-44 久保田 愛 / JB-45 山口 晴 / JB-46 川畑 ひのか / JB-49 小西 咲来 
JC-3 吉岡 佳漣 / JC-4 市川 愛依 / JC-6 堀田 花音 / JC-8 角町 玲葵 / JC-9 水上 友恵 / JC-12 ニノ方 ゆきの 
JC-13 田中 瑞姫 / JC-16 辻野 莉鈴 / JC-17 山野 環子 / JC-18 月成 恵生 / JC-19 髙橋 友莉亜 
JC-21 山口 美織 / JC-24 山内 唯菜 / JC-25 浦谷 一花 / JC-26 平山 茉奈実 / JC-28 小林 亜実 
JC-29 山田 凜 / JC-31 森木 和胡 / JC-32 迫田 裕美花 / JC-34 白竹 史佳 / JC-36 柴田 みう 


