
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝
まつづか けん あかし ゆうすけ わだ しんじ さかぐち　ひろと
松塚 健 明石 悠佑 和田 慎治 坂口 大翔
(百道ジュニア) (能古ジュニア) (百道ジュニア) (香住ヶ丘ジュニア)
はらだ　りょう こいずみ しょうたろう まつむら　たまき まつむら　かおる
原田 諒 小泉 翔太郎 松村  環 松村  薫
(三宅ジュニア) (香陵っこクラブ) (香住ヶ丘ジュニア) (香住ヶ丘ジュニア)
ふかせ　りく えしま　そう
深瀬 陸 江島 颯
(ラブオールジュニア) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)
にしかた　としゆき こが　まひろ きど　ふみや まちだ　だん
西方 俊之 古賀 万裕 城戸 史弥 町田 暖
(能古ジュニア) (香住ヶ丘ジュニア) (すせんじジュニア) (すせんじジュニア)
にしだ　ゆう きど　ことは よこみつ　かの たにぐち　はのん
西田 優 城戸 琴華 横光 花乃 谷口 葉音
(板付ジュニア) (すせんじジュニア) (Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (ラブオールジュニア)
さとう　かなこ さとう　ほの おおもり　あやみ まちだ　はな
佐藤 加奈子 佐藤 穂乃 大森 彩未 町田 華花
(三宅ジュニア) (三宅ジュニア) (すせんじジュニア) (すせんじジュニア)
もりた　すず はまち　りん にしな　はな くろだ ゆう
守田 鈴 浜地 凛 仁科 花 黒田 侑佑
(Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (大池ジュニア) (能古ジュニア) (百道ジュニア)
たかはし　なお にしかた　そよか かんだ　りほ もりた　めい
高橋 菜桜 西方 颯 神田 涼帆 森田 恵生
(福浜ジュニア) (能古ジュニア) (三宅ジュニア) (大池ジュニア)
はらだ りょう まつむら　　かおる まつお ともひろ くろだ こうた
原田 諒 松村  薫 松尾 知宙 黒田 晃汰
まつづか けん まつむら　　たまき こが しげあき わだ しんじ
松塚 健 松村  環 古賀 誠燿 和田 慎治
(三宅ジュニア･百道ジュニア) (香住ヶ丘ジュニア) (百道ジュニア) (百道ジュニア)
えしま　そう すずき　せいいちろう こが　ひろと
江島 颯 鈴木 誠一朗 古賀 寛人
えしま　りく よこた　だいき うらがみ　かい
江島 陸 横田 大樹 浦上 櫂
(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ) (板付ジュニア･福浜ジュニア) (板付ジュニア)
まちだ　だん いのやまゆうた こが　まひろ
町田 暖 猪ノ山 優太 古賀 万裕
きど　ふみや おの　あおい やまだ けいたろう
城戸 史弥 小野 藍 山田 慶大郎
(すせんじジュニア) (能古ジュニア) (香住ヶ丘ジュニア･Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)

さとう　かなこ ひさとみ　みゆう おおもり　あやみ いわなが　なつみ
佐藤 加奈子 久冨 美憂 大森 彩未 岩永 なつみ
さとう　ほの かい　はなお きど　ことは にしだ　ゆう
佐藤 穂乃 甲斐 花歩 城戸 琴華 西田 優
(三宅ジュニア) (板付ジュニア) (すせんじジュニア) (板付ジュニア)
もりた　すず はまち　りん いけだ　はるな
守田 鈴 浜地 凛 池田 遥名
みやふさ　かりん しきまち　さくら よこみつ　ももか
宮房 花梨 式町 咲良 横光 百花
(Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (大池ジュニア) (Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ)
にしかた　そよか かんだ りほ おきもと　みさき たかはし　なお
西方 颯 神田 涼帆 沖本 弥咲 高橋 菜桜
にしな　はな かわもと みやこ もりた　めい まえだ　ことみ
仁科 花 川本 京 森田 恵生 前田 ことみ
(能古ジュニア) (三宅ジュニア) (板付ジュニア･大池ジュニア) (福浜ジュニア)
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