
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝 三　　　　　　位 四　　　　　　位

げんの ゆう やまぐち ゆうと きくち ゆうと いとう しゅう

源野 佑⑥ 山口 侑音⑥ 菊地 悠刀⑥ 伊藤 柊雄⑥

(港南飛翔) (港南飛翔) (港南飛翔) (港南飛翔)

はらだ しょうと たんば たける ごとう えいと つちだ けんと

原田 翔斗⑤ 丹羽 驍⑤ 後藤 瑛翔⑤ 土田 健人⑤

(港南飛翔) (登別) (登別) (伊達)

えんどう たいし あかがし りゅうき わたなべ けんすけ たけざこ たくま

遠藤 大史④ 赤樫 琉希③ 渡邊 健介④ 竹迫 拓真④

(港南飛翔) (登別) (登別) (伊達)

おがさわら かいじ ししど いぶき ながお あおと いまい だいと

小笠原 魁士② 宍戸 生楓② 長尾 蒼人① 今井 大翔①

(伊達) (大滝Ｂ★Ｊｒ) (港南飛翔) (伊達)

おおの かれん ふじい みさ さわだ あやか うらの はるか

大野 花恋⑥ 藤井 海沙⑥ 澤田 彩夏⑥ 浦野 晴香⑥

(水元) (田仁バド) (港南飛翔) (高砂)

くまざわ とあ さいとう ゆずは とどろき ゆう まつまえ ゆず

熊沢 堵愛⑤ 斎藤 柚葉⑤ 轟木 優⑤ 松前 柚⑤

(伊達) (登別) (港南飛翔) (登別)

こじま ゆうな かどさわ あいか なかい くるみ くろせ ゆな

小島 優菜④ 門澤 愛果④ 中居 胡桃③ 黒瀬 結菜③

(登別) (水元) (港南飛翔) (港南飛翔)

おおたか このみ ひろうち ゆうな やまだ ひいろ あさと こはな

大高 衣乃実② 廣内 優奈② 山田 灯彩② 安里 心花②

(港南飛翔) (伊達) (登別) (港南飛翔)
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いとう しゅう げんの ゆう やまぐち ゆうと たなか れん

伊藤 柊雄⑥ 源野 佑⑥ 山口 侑音⑥ 田中 蓮⑥

きくち ゆうと しんどう こうせい かまだ ともや やました りお

菊地 悠刀⑥ 新藤 恒生⑥ 鎌田 倫也⑥ 山下 陸央⑥

(港南飛翔) (港南飛翔) (港南飛翔) (高砂)

はらだ しょうと ごとう えいと つちだ けんと のだ ゆうた

原田 翔斗⑤ 後藤 瑛翔⑤ 土田 健人⑤ 野田 悠太⑤

たんば たける わたなべ けんすけ たけざこ たくま はまなが たく

丹羽 驍⑤ 渡邊 健介④ 竹迫 拓真④ 濱長 卓生④

(港南飛翔･登別) (登別) (伊達) (港南飛翔)

えんどう たいし あかがし りゅうき かめい まなと つぼや ひろと

遠藤 大史④ 赤樫 琉希③ 亀井 心音④ 坪谷 浩土③

しおざわ れお はたけやま えいた さいとう こうき たけうち かいせい

塩澤 怜王④ 畠山 瑛多③ 斉藤 虎玖③ 武内 翔世③

(港南飛翔) (登別) (伊達) (高砂)

おがさわら かいじ とどろき よう おおぎ りしゅう

小笠原 魁士② 轟木 陽② 扇 利舟①

いまい だいと ながお あおと よしまつ てっせい

今井 大翔① 長尾 蒼人① 吉松 哲誠①

(伊達) (港南飛翔) (豊浦ＪＢＣ)

まつき いちは さわだ あやか おおの かれん ふじい みさ

松木 一葉⑥ 澤田 彩夏⑥ 大野 花恋⑥ 藤井 海沙⑥

くろせ ゆい なかい かえで はたやま けいと おおぎ なぎこ

黒瀬 結衣⑥ 中居 楓⑥ 畑山 京音⑥ 扇 凪子⑥

(港南飛翔) (港南飛翔) (水元) (田仁バド･豊浦ＪＢＣ)

くまざわ とあ とどろき ゆう さいとう ゆずは なかむら ここね

熊沢 堵愛⑤ 轟木 優⑤ 斎藤 柚葉⑤ 中村 心音⑤

ばんどう りほ かわかみ こひな はたけやま さくら さとう ゆら

坂東 律歩⑤ 川上 小陽南⑤ 畠山 桜⑤ 佐藤 優空⑤

(伊達) (港南飛翔) (登別) (伊達)

かどさわ あいか なかい くるみ かわかみ ここな のぐち りお

門澤 愛果④ 中居 胡桃③ 川上 心南④ 野口 莉桜③

きくち ほのか くろせ ゆな おおさか みう なるみ めい

菊地 穂香④ 黒瀬 結菜③ 大坂 扇由④ 鳴海 愛唯④

(水元) (港南飛翔) (港南飛翔) (登別)

おおたか このみ たかせ あかり あんどう このか

大高 衣乃実② 髙瀬 紅梨② 安藤 樹香②

あさと こはな ほんま はるか やまだ ひいろ

安里 心花② 本間 悠② 山田 灯彩②

(港南飛翔) (水元) (港南飛翔･登別)

６年生以下男子複

２年生以下女子複

５年生以下男子複

４年生以下男子複

２年生以下男子複

６年生以下女子複

５年生以下女子複

４年生以下女子複


