
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

まつむら　かおる こが しげあき よこた　だいき

松村 薫 古賀  誠燿 横田 大樹

まつむら　たまき まつづか けん はら　そうた

松村 環 松塚  健 原 颯太

(香住ヶ丘ジュニア) (百道ジュニア) (福浜ジュニア)

えしま　りく こが　ひろと

江島 陸 古賀 寛人

えしま　そう うらがみ　かい

江島 颯 浦上 櫂

(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ) (板付ジュニア)

まちだ　だん やまだ けいたろう いのやま　ゆうた

町田 暖 山田 慶大郎 猪ノ山 優太

きど　ふみや こが　まひろ おの　あおい

城戸 史弥 古賀 万裕 小野 藍

(すせんじジュニア) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ･香住ヶ丘ジュニア) (能古ジュニア)

さとう　かなこ まちだ　はな かい　はなお いわなが　なつみ

佐藤 加奈子 町田 華花 甲斐 花歩 岩永 なつみ

さとう　ほの くろかわ　ほうな にしだ　ゆう ひさとみ　みゆう

佐藤 穂乃 黒川 宝那 西田 優 久冨 美憂

(三宅ジュニア) (すせんじジュニア) (板付ジュニア) (板付ジュニア)

もりた　すず はまち　りん

守田 鈴 浜地 凜

みやふさ　あんり おおかわち　あゆむ

宮房 安梨 大川内 歩夢

(Ｓ’Ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (大池ジュニア)

にしかた　そよか やまぐち　まお おきもと　みさき まえだ　ことみ

西方 颯 山口 真織 沖本 弥咲 前田 ことみ

にしな　はな はらだ　りお なかの　あかね おがわ　みくあ

仁科 花 原田 梨桜 中野 朱音 小川 未来明

(能古ジュニア) (すせんじジュニア) (板付ジュニア) (福浜ジュニア)

たなか　みちたか うら　しゅんすけ たかはし　かいと まえだ　けいた

田中 成尚 浦 駿介 高橋 海斗 前田 圭太

(能古中学校) (すせんじジュニア) (福浜ジュニア) (老司中学校)

さかぐち　はると はらだ　りゅうび しまだ ゆうり つましか　いぞう

坂口 晴都 原田 流光 島田 祐吏 妻鹿 壱蔵

(三宅ジュニア) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ) (小呂中学校) (元岡中学校)

ひろかわ　ゆきの こが　さなお たかさき　なつみ はらの　めい

廣川 侑希乃 古賀 咲直 髙崎 夏実 原野 愛唯

(板付中学校) (香住ヶ丘ジュニア) (秋月フォックス) (福浜ジュニア)

さかぐち　ちなつ おおいし　かれん かねこ えみ やまもと　すず

坂口 千夏 大石  花恋 金子 瑛美 山本 すず

(香住ヶ丘ジュニア) (百道ジュニア) (大池ジュニア) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)

なかしま　たくみ こだま　りゅうしょう さか　かつよし こが　りゅうま

中島 巧 児玉 龍翔 坂 勝貴 古賀 隆馬

うら　たかと えがしら　ひろき さわだ　まさき よしむら　きょうすけ

浦 隆斗 江頭 大輝 澤田 昌樹 吉村 恭介

(能古中学校) (能古中学校) (能古中学校) (城南中学校)

うえむら　あきら よしだ　ゆうま みねよし　ひろき こおりやま　じゅんや

上村 明良 吉田 悠馬 峰吉 宏樹 郡山 潤也

あかし　りんた たけもと　りゅうのすけ こやなぎ　としき みのはら　ともひろ

明石 凜太 竹本 隆之介 小柳 壽紀 簑原 知滉

(能古中学校) (玄洋中学校) (城南中学校) (板付中学校)

もくの　いつか ちよだ　りょうか いわもと　りのん むらこし　めぐみ

杢野 一香 千代田 涼香 岩元 凜音 村越 めぐみ

いしばし　ことね あしかり　りん はやしだ　みさき いとう　あい

石橋 琴音 芦刈 凜 林田 実咲 伊藤 あい

(福浜ジュニア) (能古中学校) (秋月フォックス) (板付中学校)

たちばがわ　ちさと ごとう　のどか はやし　ほのか おおはし　みか

立場川 知里 後藤 のどか 林 穂之花 大橋 美香

ふるむら　みなみ いとう　わかな いわもと　えな きむら　ひとみ

古村 美波 伊藤 わかな 岩本 永愛 木村 仁美

(百道中学校) (老司中学校) (百道中学校) (百道中学校)

中学女子単Ｂ級

中学男子複Ａ級

中学男子複Ｂ級

中学女子複Ａ級

中学女子複Ｂ級

４年生女子複

５年生女子複

６年生女子複

中学男子単Ａ級

中学男子単Ｂ級

中学女子単Ａ級
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