
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝 三　　　　　　位 四 位

なら たから しちじょう れん ささき なおと いわだて しどう

奈良 宝⑥ 七條 蓮生⑥ 佐々木 直都⑥ 岩舘 志道⑥

みうら しんのすけ ひろせ かいと つちだ しょうた つちや せいじろう

三浦 真之介⑥ 廣瀬 海登⑥ 土田 翔太⑥ 土屋 晴志郎⑥

(大滝Ｂ★Ｊｒ) (水元) (伊達) (高砂)

わたなべ ゆうか あおやま みゆき なかむら りの はやし ゆき

渡邊 優香⑥ 青山 みゆき⑥ 中村 梨乃⑥ 林 優希⑥

わたなべ かんな でっけ しおり はたさ ももか みと ももは

渡邊 柑名⑥ 出家 栞⑥ 畑佐 桃花⑥ 水戸 桃羽⑥

(登別) (水元) (登別) (水元)

たなべ とき あべ しんのすけ あきた おうしん

田部 時生⑤ 阿部 晋之介⑤ 秋田 桜伸⑤

もうり ゆきと きくち たくま よしだ れん

毛利 倖人⑤ 菊地 巧真⑤ 吉田 蓮⑤

(田仁バド) (伊達) (伊達)

ばんどう きさ おがさわら まお にし ほのか

坂東 希咲⑤ 小笠原 愛桜⑤ 西 穂華⑤

いしざわ ゆうな よしだ さわ だいた ゆりか

石澤 優那⑤ 吉田 紗和⑤ 代田 ゆりか⑤

(伊達) (伊達) (高砂)

しんどう こうせい すずき ふみや あべ あやと おおうち しょうた

新藤 恒生④ 鈴木 史哉④ 阿部 綾杜③ 大内 翔太③

いとう しゅう たきざわ しょうや つちだ けんと しぶた ひろむ

伊藤 柊雄④ 滝澤 尚哉④ 土田 健人③ 渋田 弥歩③

(港南飛翔) (大滝Ｂ★Ｊｒ) (伊達) (水元)

なるみ ひな おおたか みゆ あさおか さち つぼや りこ

鳴海 陽④ 大高 実夕④ 朝岡 紗知④ 坪谷 莉瑚④

まつき いちは とどろき ゆう おおみや める うらの はるか

松木 一葉④ 轟木 優③ 大宮 愛瑠④ 浦野 晴香④

(港南飛翔) (港南飛翔) (大滝Ｂ★Ｊｒ) (高砂)

さわだ いっき だてざき しゅん こばやし だん きくち たくま

澤田 一輝⑥ 伊達崎 駿⑥ 小林 暖⑥ 菊地 巧真⑥

(伊達) (水元) (登別) (高砂)

いその めい たんば おとね まつした みお いとう しおん

磯野 愛衣⑥ 丹羽 乙寧⑥ 松下 望央⑥ 伊藤 汐音⑥

(大滝Ｂ★Ｊｒ) (登別) (水元) (港南飛翔)

まつもと れんや さんか ゆうや おおうち ゆうき にしおか しょうすけ

松本 蓮也⑤ 三箇 優弥⑤ 大内 優輝⑤ 西岡 昌佑⑤

(伊達) (伊達) (水元) (港南飛翔)

なかがわ ちさと かわた はく こじま みはる わかい ゆい

中川 千咲音⑤ 河田 羽来⑤ 小島 美陽⑤ 若井 優依⑤

(登別) (登別) (登別) (伊達)

たんば たける はらだ しょうと げんの ゆう たけうち なおと

丹羽 驍③ 原田 翔斗③ 源野 佑④ 竹内 七音④

(登別) (港南飛翔) (港南飛翔) (高砂)

おおの かれん さわだ あやか ふじい みさ はたやま　けいと

大野 花恋④ 澤田 彩夏④ 藤井 海沙④ 畑山 京音④

(水元) (港南飛翔) (田仁バド) (水元)

えんどう たいし たけざこ たくま わたなべ けんすけ ししど きょうせい

遠藤 大史② 竹迫 拓真② 渡邊 健介② 宍戸 京生②

(港南飛翔) (伊達) (登別) (大滝Ｂ★Ｊｒ)

なら あおい かわかみ ここな さとう るな まつだ わか

奈良 青衣② 川上 心南② 佐藤 瑠菜② 松田 和花①

(大滝Ｂ★Ｊｒ) (港南飛翔) (伊達) (伊達)
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