
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位 ４　　　位

さかぐち　たかし すがや　こうが たにぐち  そうま じょうほ　かずし

坂口 貴嗣 菅谷 虎雅 谷口  颯真 常保 和志

はら　しんのすけ いとう　とにい すぎた  ひなた たなか　ゆうわ

原 心之介 伊藤 十二 杉田  飛向 田中 佑和

(小俣) (明生Ｊｒ) (誠之) (有緝)

なるせ  たいし まつもと  ようれい かとう　ゆうすけ いばた  やまと

成瀬  泰士 松本  燿嶺 加藤 佑翼 井端  大和

たじま  はやと はぎわら  りくと みぞぐち　けんしん ますい  かいお

田島  隼人 萩原  陸翔 溝口 絢信 増井  海弘

(ときわ) (明) (小俣) (高茶屋)

ふじい　いくと つかもと　ゆうと いけだ  りく くろだ　はると

藤井 郁斗 塚本 悠翔 池田  琉空 黒田 大翔

さわむら  つばさ さかぐち　けい まつおか  つばさ かわきた　しょうえい

澤村  翼 坂口 慶 松岡  翼 河北 祥英

(誠之) (小俣) (川越町) (長太)

いとう  ゆな もりもと　まな やまだ  さら あずま　ゆずほ

伊藤  夢菜 森本 麻愛 山田  紗空 東 柚帆

おくだ  まう むらい　なおと かとう  りんく このみ　りこ

奥田  真羽 村井 菜音 加藤  綾玖 許斐 莉子

(ときわ) (玉城) (ときわ) (有緝)

おくむら　そあ のろ　ゆうい たかい  ゆうか たなか  ちはる

奥村 空愛 野呂 悠衣 高井  優花 田中  ちはる

たまき　ひな おくやま　りの もりもと  はるひ とよだ  まう

玉木 陽夏 奥山 凜乃 森本   陽日 豊田  真羽

(有緝) (勢和Ｊｒ) (ときわ) (高茶屋)

おくむら　さわ あさい  らな まちの  ふゆか たにぐち  みう

奥村 紗羽 淺井  良菜 町野  冬華 谷口  美宇

ふじい　しおり やすい  あこ いばた  ひなこ かべむら  ゆき

藤井 栞 保井  亜子 井端  陽菜子 壁村  優希

(小俣) (ときわ) (高茶屋) (誠之)

あびる  こうへい なかの  しゅんせい なかがわ　きょうたろう にしやま　しゅんせい

阿比留  弘平 中野  駿晟 中川 恭太郎 西山 駿成

(ときわ) (ときわ) (明生Ｊｒ) (小俣)

まつもと　じゅん なかむら  りゅうと とよだ  かんえい しみず  たかあき

松本 准 中村  琉音 豊田  寛栄 清水  貴耀

(小俣) (高茶屋) (ときわ) (南が丘)

いけやま　ゆずき いがき  たいしん あきやま　しょう きのした　きょうすけ

池山 橙希 井垣  堆心 秋山 翔 木下 響介

(有緝) (ときわ) (長太) (玉城)

なかにし　かな いけうち　はる よしい　つづみ やぶうち  ゆなな

中西 香菜 池内 暖 吉居 鼓 薮内  ゆなな

(小俣) (小俣) (二見) (誠之)

せこぐち　くるみ すずき  ひなこ さかもと  らん しもむら　じゅの

世古口 来海 鈴木  陽南子 坂本  蘭 下村 珠乃

(有緝) (高茶屋) (誠之) (玉城)

やました　はな かまだ  にじか おおいし  のあ すえよし  ここみ

山下 羽奈 鎌田  虹花 大石  乃愛 末吉  虹心実

(小俣) (東員) (ときわ) (高茶屋)
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