
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

あおき としき さいとう かなた くりやま しゅんすけ みずこし しゅんすけ

青木 俊樹⑥ 斎藤 叶汰⑥ 栗山 俊介⑥ 水越 駿介⑥

しんたく たける ひらた ひかる きむら ゆうせい つぼまつ ひかる

新宅 雄⑥ 平田 輝⑥ 木村 優成⑥ 坪松 光⑥

(ハルトノ) (桜川Ｊｒ) (吉原) (明野ちびバド)

まつだ しゅんや おおやま たいよう たきもと ちひろ ないとう しゅんすけ

松田 俊哉⑤ 大山 太陽⑤ 滝本 千裕⑤ 内藤 俊介⑤

いなみつ しょうたろう なかむら じゅんや とみた けんと にしお はやと

稲光 翔太郎④ 中村 准也⑤ 富田 剣斗③ 西尾 駿杜⑤

(明野ちびバド) (吉原) (豊ジュニア) (南地区)

おかの あいき くらもち けいすけ くの あきと かたおか ごうき

岡野 藍輝④ 倉持 佳祐④ 久野 陽翔④ 片岡 剛月④

やました けいすけ まつなが こうじ いながわ かいり おおたき　ゆうま

山下 啓輔④ 松永 晃治③ 稲川 開陸④ 大滝 雄馬

(恋南) (ハルトノ) (桜川Ｊｒ) (恋南)

いとう そうま こみね ゆうだい あだち たいし えいなが けんしん

伊藤 聡馬③ 小峯 優大② 足立 敦思③ 栄永 健伸②

しが ひかる いいずみ だいち すずき こうた しみず れい

志賀 光③ 飯泉 大地② 鈴木 宏太③ 清水 玲②

(ハルトノ) (ハルトノ) (ウイングホーク八郷) (明野ちびバド)

おづつみ はるな こいけ ゆか あだち ゆうひ よど はなえ

小堤 榛菜⑥ 小池 由華⑥ 安達 友妃⑥ 淀 英恵⑥

まちだ かりん かげやま しほ きうち あやの そめや ななみ

町田 華梨⑥ 景山 紫帆⑤ 木内 彩乃⑥ 染谷 菜々美⑤

(ハルトノ) (桜川Ｊｒ) (東少年) (大井沢)

えびさわ あや すずき ゆきえ いわおか みのり こばやし はるか

海老澤 彩⑤ 鈴木 幸恵⑤ 岩岡 みのり⑤ 小林 遥香⑤

おがわ はるか ながせ じゅね すぎやま かおる こばやし わかな

小川 明華⑤ 長瀬 珠音⑤ 杉山 薫③ 小林 和佳菜③

(東少年) (豊ジュニア) (ハルトノ) (大井沢)

みやした あやな はぎわら なゆ だんばら ゆい あおき もえ

宮下 彩奈④ 萩原 菜結④ 檀原 由衣④ 青木 もえ④

みやした れいな あおき かな なるしま ゆいか みやざわ かほ

宮下 澪奈④ 青木 伽奈④ 成島 優衣花④ 宮澤 花歩④

(吉原) (桜川Ｊｒ) (大井沢) (ＦＪＢＳ)

にた まどか こもだ わこ はだ さやの いながわ みく

仁田 麻登香③ 古茂田 倭子③ 羽田 紗耶乃③ 稲川 美紅③

たにかわ りな いしばし ゆうこ たなべ ちなつ はぎわら かほ

谷川 莉奈③ 石橋 結子③ 田名部 千夏③ 萩原 花歩③

(ＮＳＢＣ) (成沢バド) (豊ジュニア) (桜川Ｊｒ)
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