
出演順 氏　　名 学校名 出演順 氏　　名 学校名
1 臼井　詩織 島原 68 山本　彩乃 長崎北
2 小川　凛子 島原 69 西浦　若菜 川棚
3 山下　光輝 長崎南 70 田中　萌花 川棚
4 松本　紘奈 島原 71 森山　優里 川棚
5 森山　和奏 長崎西 72 黒板　蓮生 大村
6 吉田　有希 島原 73 長瀬　莉菜 川棚
7 堤　響花 清峰 74 大場　凛 島原
8 木原　愛莉 島原 75 牛島　杏 純心女子
9 関　駿志 長崎北陽台 76 小林　沙来 島原

10 森　健音 長崎日大 77 冨永　みう 川棚
11 中島　生竜 佐世保西 78 宮木　涼香 清峰
12 坪内　せら 海星 79 浦　莉琴 川棚
13 福田　花梨 川棚 80 藤原　琴美 長崎女子
14 貞方　莉奈 清峰 81 谷内　一花 清峰
15 岩佐　理乃 川棚 82 川尻　澪奈 清峰
16 横田　幸菜 島原 83 小林　未來 島原
17 岩﨑　純平 長崎北 84 藤村　彩乃 聖和
18 山下　晴香 諫早高校 85 長谷川　幸穂 川棚
19 長谷川　七海 活水 86 松下　玲菜 清峰
20 馬場　結菜 島原 87 榎並　桜子 佐世保西
21 吉居　隼佑 佐世保西 88 木場　七海 佐世保南
22 𠮷見　光洋 長崎南 89 宮崎　寛大 川棚
23 田中　久翔 島原 90 辻丸　幸江 長崎女子
24 小嶋　いこい 島原 91 真辺　明歌 純心女子
25 大宅　真 清峰 92 片山　裕梨 聖和　
26 脇本　由生 活水 93 楊　　雪怡 聖和
27 金井　純花 島原 94 淺木　日奈子 佐世保西
28 柴田　龍平 島原 95 塩瀬　桜子 活水
29 竹内　杏里 島原 96 長瀬　咲花 佐世保女子
30 津田　あゆみ 純心女子 97 野沢　成 聖和
31 赤木　菜々 清峰 98 平山　英恵 清峰
32 橋本　萌 佐世保女子 99 長谷川　拓弥 島原
33 下枝　宏輔 壱岐 100 當房　愛理 聖和
34 佐藤　優花 島原 101 山下　敦也 島原
35 中村　乃彩 島原 102 清川　愛実 長崎東
36 田川　美桜 活水 103 武田　悠那 長崎北
37 越智　咲羽 清峰 104 尾形　巴 聖和
38 永田　雅佳 純心女子 105 木下　真琴 長崎南
39 山田　奈々実 川棚 106 川添　元美 佐世保東翔
40 林　怜奈 島原 107 山田　未来 島原
41 橋本　咲良 川棚 108 大久保　実喜慧 松浦
42 井上　花音 島原 109 廣瀬　玲二 島原
43 松田　秀麻 島原 110 平井　那奈 清峰
44 森　悠紀 清峰 111 内野　柊華 清峰
45 池田　千昭 聖和 112 松本　一輝 島原
46 鳥辺　はるか 純心女子 113 井上　遥 島原
47 森田　美有 清峰 114 𠮷田　麻耶 清峰
48 三枝　鈴音 聖和 115 藤田　小春 清峰
49 梅田　櫻子 清峰 116 林田　桃果 清峰
50 矢野　夢果 活水 117 前田　梨緒 島原
51 道原　彩那 活水 118 馬場　絢子 活水
52 立光　未蘭 島原 119 江島　里桜 川棚
53 井上 健太郎 長崎明誠 120 白濱功聖 長崎明誠
54 針尾　侑希 清峰 121 林　来瞳 清峰
55 江藤　優葵 大村 122 寺田　有芳 島原
56 山本　千絵 長崎北 123 入江　美夢 島原
57 黒田　柚羽 佐世保女子 124 鈴木　航洋 長崎北
58 吉浦　太輝 清峰 125 山口　汐里 清峰
59 村川　花菜 聖和 126 成瀬　匡志 猶興館高校
60 宮本　泰治 島原 127 早川　綾乃 活水
61 山部　ひかり 清峰 128 坂元　照輝 松浦
62 杉野　朱里 清峰 129 德住  遥斗 佐世保西
63 立石　彩乃 大村 130 松田　悠花 清峰
64 坪井　梨乃 活水 131 大串　姫乃 島原
65 湯本　倫子 純心女子 132 大浦　心菜 清峰
66 山内　宝佑 猶興館高校 133 大畑　希嘉 清峰
67 保坂　理桜 純心女子 134 村田　結衣 聖和

135 山口　綾菜 清峰

《午前》 《午後》
　　　　　声楽予選(8/7)※日付が変更になっています。


