
【関西大会】
ＣＡＴＥＧＯＲＹ ＴＥＡＭ

HIPHOP女子部門Medium編成 大阪府立三島高等学校ジャズダンス部
HIPHOP女子部門Medium編成 大阪府立堺東高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Medium編成 大阪府立刀根山高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 大阪府立夕陽丘高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 大阪市立鶴見商業高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Large編成 関西創価高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Large編成 京都明徳高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Medium編成 大阪府立北摂つばさ高等学校ダンス部
JAZZ部門Large編成 幸福の科学学園関西高等学校女子ダンス部
JAZZ部門Small編成 宣真高等学校ダンスバトン部
KICK部門 龍谷大学付属平安高等学校チアダンス部
POM部門Medium編成 早稲田摂陵高等学校チアダンス部
ショートフラッグ部門 関西創価高等学校学園鼓笛隊
ショードリル部門 大阪府立今宮高等学校ダンス部
ソングリーダー部門Medium編成 龍谷大学付属平安高等学校チアダンス部
ソングリーダー部門Medium編成 百合学院高等学校チアダンス部
ソングリーダー部門Small編成 宣真高等学校ダンスバトン部
ソングリーダー部門Small編成 追手門学院大手前高等学校チアダンス部
プロップ部門 大阪市立鶴見商業高等学校ダンス部
メジャーレット部門 東大谷高等学校バトン部
メジャーレット部門 大阪府立大冠高等学校バトントワリング部

【中四国大会】
ＣＡＴＥＧＯＲＹ ＴＥＡＭ

HIPHOP女子部門Small編成 高知中央高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 島根県立大社高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 新田高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 就実高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 近畿大学附属広島高等学校東広島校ダンス部 都道府県枠
HIPHOP男子部門 創志学園高等学校ダンス部
HIPHOP男子部門 高知中央高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Large編成 鳥取県立米子東高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Medium編成 創志学園高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Medium編成 高知中央高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Small編成 新田高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Small編成 岡山県立総社南高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Small編成 岡山高等学校ダンス部
POM部門Medium編成 岡山県立岡山朝日高等学校ダンス部
ソングリーダー部門Small編成 香川県立高松北高等学校応援部チア
ノヴェルティ部門 岡山県笠岡商業高等学校ダンス部
ノヴェルティ部門 岡山県立岡山芳泉高等学校ダンス部
プロップ部門 岡山県立岡山一宮高等学校ダンス部
プロップ部門 岡山県立総社南高等学校ダンス部
ミリタリー部門 尽誠学園高等学校応援部チア
リリカル部門 創志学園高等学校ダンス部
リリカル部門 岡山県立総社南高等学校ダンス部

【北海道大会】
ＣＡＴＥＧＯＲＹ ＴＥＡＭ

HIPHOP女子部門Medium編成 札幌龍谷学園高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Small編成 札幌静修高等学校ダンス部
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【東北大会】
ＣＡＴＥＧＯＲＹ ＴＥＡＭ

HIPHOP女子部門Medium編成 仙台市立仙台高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Medium編成 東北学院榴ケ岡高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Small編成 宮城県古川工業高等学校ダンス部
JAZZ部門Small編成 福島県立郡山高等学校チアダンス部
JAZZ部門Small編成 日本大学山形高等学校ダンスドリル部
KICK部門 日本大学山形高等学校ダンスドリル部
POM部門Large編成 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング部
POM部門Small編成 学校法人石川高等学校チアリーディング部
ノヴェルティ部門 日本大学山形高等学校ダンスドリル部
プロップ部門 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング部
ミリタリー部門 福島県立郡山高等学校チアダンス部
ミリタリー部門 学校法人石川高等学校チアリーディング部
メジャーレット部門 岩手県立盛岡第四高等学校バトントワリング部 都道府県枠
リリカル部門 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング部

【甲信越大会】
ＣＡＴＥＧＯＲＹ ＴＥＡＭ

CHEER部門 長野県長野商業高等学校チアリーディング部
CHEER部門 飯田女子高等学校チアリーディングクラブ
HIPHOP女子部門Large編成 長野県上田高等学校ダンス班
HIPHOP女子部門Small編成 富山県立魚津高等学校ダンス同好会
HIPHOP男子部門 富山県立魚津高等学校ダンス同好会
HIPHOP男女混成部門Small編成 富山県立魚津高等学校ダンス同好会
KICK部門 長野県長野西高等学校バトン班
ソングリーダー部門Medium編成 甲府市立甲府商業高等学校ソングリーダー部
ソングリーダー部門Medium編成 長野県長野西高等学校バトン班
ミリタリー部門 長野県長野西高等学校バトン班
ミリタリー部門 松商学園高等学校トワリングバトン部
メジャーレット部門 長野県長野西高等学校バトン班

【九州大会】
ＣＡＴＥＧＯＲＹ ＴＥＡＭ

HIPHOP女子部門Medium編成 福岡県立福岡講倫館高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 福岡工業大学附属城東高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 福岡県立青豊高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 福岡県立小郡高等学校総合部ダンス班
HIPHOP女子部門Small編成 聖和女子学院高等学校ダンス部 都道府県枠
HIPHOP男子部門 福岡県立青豊高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Large編成 福岡県立青豊高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Medium編成 福岡県立福岡講倫館高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Small編成 日章学園高等学校ヒップホップダンス部
POM部門Small編成 福岡県立青豊高等学校ダンス部
ソングリーダー部門Medium編成 九州学院高等学校チアダンス部



【東海大会】
ＣＡＴＥＧＯＲＹ ＴＥＡＭ

HIPHOP女子部門Medium編成 名古屋市立西陵高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Medium編成 名古屋経済大学市邨高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 名古屋市立山田高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 桜花学園高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 東邦高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 椙山女学園高等学校ストリートダンス部
HIPHOP男子部門 至学館高等学校ダンス部
HIPHOP男子部門 東邦高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Medium編成 至学館高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Medium編成 静岡県立小山高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Small編成 青山高等学校ダンス部
JAZZ部門Large編成 東海大学付属静岡翔洋高等学校チアリーダー部
JAZZ部門Large編成 名城大学附属高等学校ダンス部
JAZZ部門Small編成 至学館高等学校ダンス部
POM部門Large編成 東海大学付属静岡翔洋高等学校チアリーダー部
ショートフラッグ部門 愛知県立御津高等学校バトン部
ショードリル部門 名古屋市立桜台高等学校ダンス部
ソングリーダー部門Medium編成 東海大学付属静岡翔洋高等学校チアリーダー部
ソングリーダー部門Medium編成 加藤学園高等学校チアリーダー部
ソングリーダー部門Medium編成 富士市立高等学校チアリーダー部
ソングリーダー部門Medium編成 名城大学附属高等学校ダンス部
ソングリーダー部門Medium編成 大垣日本大学高等学校チアリーディング同好会 都道府県枠
ソングリーダー部門Small編成 星陵高等学校チアリーダー部
トールフラッグ部門 藤ノ花女子高等学校マーチングバンド部
ノヴェルティ部門 名古屋市立西陵高等学校ダンス部
プロップ部門 名古屋市立山田高等学校ダンス部
リリカル部門 名古屋市立山田高等学校ダンス部
リリカル部門 至学館高等学校ダンス部



【関東大会】
ＣＡＴＥＧＯＲＹ ＴＥＡＭ
CHEER部門 埼玉栄高等学校チアリーディング部
CHEER部門 常総学院高等学校チアリーディング部
CHEER部門 神奈川県立大和南高等学校ダンスドリル部
HIPHOP女子部門Large編成 創価高等学校女子ダンス部
HIPHOP女子部門Large編成 日本体育大学桜華高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Medium編成 東京都立清瀬高等学校ダンス部
HIPHOP女子部門Small編成 埼玉県立新座高等学校ダンス部
HIPHOP男子部門 創価高等学校男子ダンス部
HIPHOP男子部門 神奈川県立大和南高等学校ダンスドリル部
HIPHOP男女混成部門Medium編成 東海大学付属高輪台高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Medium編成 神奈川県立大和南高等学校ダンスドリル部
HIPHOP男女混成部門Medium編成 東野高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Small編成 埼玉県立新座高等学校ダンス部
HIPHOP男女混成部門Small編成 埼玉県立杉戸高等学校ダンス部
JAZZ部門Large編成 拓殖大学第一高等学校チアダンス部
JAZZ部門Large編成 埼玉県立入間向陽高等学校ソングリーダー部
JAZZ部門Large編成 東京学館浦安高等学校チアダンス部
JAZZ部門Large編成 神奈川県立多摩高等学校ダンスドリル部
KICK部門 成田高等学校ダンスドリル部
KICK部門 埼玉県立久喜北陽高等学校チア部
POM部門Large編成 埼玉県立南稜高等学校バトントワリング部
POM部門Large編成 横浜創英高等学校バトン部
POM部門Large編成 西武台高等学校バトン部
POM部門Large編成 田園調布学園高等部バトン部
POM部門Medium編成 市川高等学校応援部
POM部門Medium編成 埼玉県立所沢中央高等学校ダンス部
ショートフラッグ部門 共栄学園高等学校バトン部
ショートフラッグ部門 西武台高等学校バトン部
ショートフラッグ部門 西武台千葉高等学校ダンスドリル部
ソングリーダー部門Large編成 埼玉県立南稜高等学校バトントワリング部
ソングリーダー部門Large編成 横浜創英高等学校バトン部
ソングリーダー部門Large編成 川越市立川越高等学校チアダンス部
ソングリーダー部門Large編成 共栄学園高等学校バトン部
ソングリーダー部門Large編成 山村学園高等学校バトン部
ソングリーダー部門Large編成 千葉市立稲毛高等学校ダンスドリル部
ソングリーダー部門Large編成 埼玉県立越谷西高等学校応援部
ソングリーダー部門Medium編成 埼玉県立大宮東高等学校ソングリーディング部
ソングリーダー部門Medium編成 埼玉県立大宮武蔵野高等学校チアダンス部
ソングリーダー部門Medium編成 幸福の科学学園高等学校チアダンス部
ソングリーダー部門Medium編成 日本大学第二高等学校チアダンス部
ソングリーダー部門Medium編成 東洋高等学校ソングリーダー部
ソングリーダー部門Medium編成 淑徳巣鴨高等学校ソングリーダー部
ソングリーダー部門Medium編成 成田高等学校ダンスドリル部
ソングリーダー部門Medium編成 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校ダンスドリル部
ソングリーダー部門Medium編成 神奈川県立多摩高等学校ダンスドリル部
ソングリーダー部門Medium編成 埼玉県立与野高等学校バトン部
ソングリーダー部門Small編成 浦和実業学園高等学校チアダンス部
ソングリーダー部門Small編成 埼玉県立所沢北高等学校チアダンス部
ソングリーダー部門Small編成 埼玉県立浦和東高等学校バトン部
ソングリーダー部門Small編成 大東文化大学第一高等学校チアダンス部
ソングリーダー部門Small編成 さいたま市立浦和南高等学校バトン部
ソングリーダー部門Small編成 文教大学付属高等学校ソングリーディング部
ソングリーダー部門Small編成 神奈川県立相模原青陵高等学校チアダンス部
トールフラッグ部門 文京学院大学女子高等学校カラーガード部
プロップ部門 淑徳巣鴨高等学校ソングリーダー部
ミリタリー部門 神奈川県立多摩高等学校ダンスドリル部
ミリタリー部門 武蔵野大学高等学校バトン部
メジャーレット部門 星野高等学校バトン部
メジャーレット部門 順天高等学校バトン部
リリカル部門 横浜創学館高等学校チアダンス部
リリカル部門 翔凜高等学校チアダンス部
リリカル部門 茂原北陵高等学校ダンス部


	高校公開地区毎

