
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

なかむら じゅんや いとや まなと いとう そうま ともり ゆうた

中村 准也④ 糸谷 まなと④ 伊藤 聡馬② 戸森 悠太④

おおやま たいよう たきもと ちひろ まつなが　こうじ なんま ゆうき

大山 太陽④ 滝本 千裕④ 松永 晃治② 南摩 優希④

(吉原) (豊ジュニア) (ハルトノ) (君原)

あおき としき さいとう かなた くりやま しゅんすけ ふるや なおき

青木 俊樹⑤ 斎藤 叶汰⑤ 栗山 俊介⑤ 古谷 直樹⑤

しんたく たける ひらた ひかる きむら ゆうせい やぐち たつや

新宅 雄⑤ 平田 輝⑤ 木村 優成⑤ 矢口 達也⑤

(ハルトノ) (桜川ジュニア) (吉原) (府中地区)

いわおか りきや ふかや ゆうた はぎわら ゆうき いとう しんいちろう

岩岡 力也⑥ 深谷 祐太⑥ 萩原 悠稀⑥ 伊藤 慎一郎⑥

すぎやま じゅん たかしま だいち ほさか りゅうじ さくらい ゆうすけ

杉山 潤⑥ 高島 大地⑥ 保坂 龍治⑥ 桜井 雄介⑥

(ハルトノ) (東少年) (桜川ジュニア) (ハルトノ)

えびさわ あや すずき ゆきえ みずの ひなの かいとう あみ

海老澤 彩④ 鈴木 幸恵④ 水野 日菜乃④ 海東 亜深④

おがわ はるか あおき ゆめか たき　ひまり こまつざき かりん

小川 明華④ 青木 夢香④ 滝 柊茉利④ 小松崎 花鈴④

(東少年) (豊ジュニア) (十王) (恋南)

あだち ゆうひ こいけ ゆか まちだ かりん くろだ さつき

安達 友妃⑤ 小池 由華⑤ 町田 華梨⑤ 黒田 さつき⑤

きうち あやの かげやま しほ おづつみ はるな うるしの ななみ

木内 彩乃⑤ 景山 紫帆④ 小堤 榛菜⑤ 漆野 菜々美④

(東少年) (桜川ジュニア) (ハルトノ) (滑川)

はまの なつき ごきた かな むとう みなみ おおひら あやか

浜野 夏葵⑥ 五木田 佳奈⑥ 武藤 みなみ⑥ 大平 彩夏⑥

ひなた みゆ すずき あきひ いがらし あかり おおひら なつみ

日向 美結⑥ 鈴木 晶陽⑥ 五十嵐 明莉⑥ 大平 夏実⑥

(南地区) (Ｋｉｄｓ Ｍｏｒｉｙａ) (ハルトノ) (恋南)

まつだ しゅんや いなみつ しょうたろう やました けいすけ すずき ひなた

松田 俊哉④ 稲光 翔太郎③ 山下 啓輔③ 鈴木 暖④

(明野ちびバド) (明野ちびバド) (恋南) (東少年)

たかしま こうた みずこし しゅんすけ ふくだ かい くろさわ もとき

高島 巧太⑤ 水越 駿介⑤ 福田 翔惟⑤ 黒澤 宗希⑤

(東少年) (明野ちびバド) (鹿嶋市) (日高)

ほんだ こうた なかむら ゆうじ たにがわ はると すぎやま やまと

本田 晃太⑥ 中村 祐二⑥ 谷川 陽斗⑥ 杉山 大和⑥

(東少年) (豊ジュニア) (ナイスショット) (ハルトノ)

そめや ななみ さとう ちほ すぎやま かおる いわおか みのり

染谷 菜々美④ 佐藤 茅穂④ 杉山 薫② 岩岡 みのり④

(大井沢) (南地区) (ハルトノ) (ハルトノ)

さがわ ともか よしむら もえこ よど はなえ みやもと あやか

佐川 智香⑤ 芳村 萌映子⑤ 淀 英恵⑤ 宮本 綾佳⑤

(東少年) (ハルトノ) (大井沢) (ハルトノ)

やました ようこ えびさわ はな よど ちはる しまくら ゆい

山下 陽子⑥ 海老澤 花⑥ 淀 千春⑥ 島倉 唯⑥

(恋南) (東少年) (大井沢) (東少年)
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