
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

にしな　げんた まつお　しゅんご ますだ　あゆむ さの　どうしん

仁科 源太 松尾 駿吾 増田 歩夢 佐野 道心

(能古ジュニア) (能古ジュニア) (百道ジュニア) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)

はらだ　たいち まつした　がく わだ　みつき なかい　ゆいと

原田 泰地 松下 学 和田 潤紀 中井 唯人

(Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)

さかぐち　ひろと まつお　なおき うちだ　はやと さいだ てっぺい

坂口 大翔 松尾 尚樹 内田 隼人 齊田 哲平

(香住ヶ丘ジュニア) (百道ジュニア) (香陵っこ) (三宅ジュニア)

まつむら　　かおる はらだ りょう こいずみ しょうたろう まつむら　　たまき

松村  薫 原田 諒 小泉 翔太郎 松村  環

(香住ヶ丘ジュニア) (三宅ジュニア) (香陵っこ) (香住ヶ丘ジュニア)

こだま さらさ まつお このか みょうじん　あやか やた　ひかる

児玉 更紗 松尾 香乃花 明神 彩花 矢田 ひかる

(三宅ジュニア) (三宅ジュニア) (大池ジュニア) (百道ジュニア)

よこみつ　かの なかはら　みゆ さきた　まなか かわぐち　ようか

横光 花乃 中原 心優 崎田 愛佳 川口 陽華

(Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (香住ヶ丘ジュニア) (百道ジュニア) (ラブオールジュニア)

にしだ　ゆう たにぐち　はのん きど　ことは おおぎ　ゆい

西田 優 谷口 葉音 城戸 琴華 大城 由衣

(板付ジュニア) (ラブオールジュニア) (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 さきた　すずか

佐藤 加奈子 佐藤 穂乃 大森 彩未 崎田 鈴佳

(三宅ジュニア) (三宅ジュニア) (すせんじジュニア) (百道ジュニア)

まつお　なおき はらだ　たいち みずかみ　そう

松尾 尚樹 原田 泰地 水上 奏

ますだ　あゆむ まつした　がく わだ　みつき

増田 歩夢 松下 学 和田 潤紀

(百道ジュニア) (Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ)

さいだ てっぺい かたむら　えいしょう

齊田 哲平 片村 栄翔

どい みくる おかもと ゆうたろう

土井 稔来 岡本 悠太郎

(三宅ジュニア･大池ジュニア) (香住ヶ丘ジュニア)

うちだ　はやと やつもと　つばさ

内田 隼人 八ツ本 翼

よぶこ　しょうかい いのうえ　はると

呼子 翔海 井上 温和

(香陵っこ･香住ヶ丘ジュニア) (大池ジュニア)

まつむら　　かおる こいずみ しょうたろう はらだ　りょう

松村  薫 小泉 翔太郎 原田 諒

まつむら　　たまき さかぐち　ひろと いけだ　しょうま

松村  環 坂口 大翔 池田 晟真

(香住ヶ丘ジュニア) (香陵っこ･香住ヶ丘ジュニア) (三宅ジュニア･香陵っこ)

こだま さらさ うめつ　つぼみ ふるた　ゆあ

児玉 更紗 梅津 つぼみ 古田 結愛

まつお このか ふじき　みこと きたの　くるみ

松尾 香乃花 藤木 美寿 北野 胡桃

(三宅ジュニア) (板付ジュニア) (百道ジュニア)

きど　ことは おおぎ　ゆい まつなが　　はるか にしだ　ゆう

城戸 琴華 大城 由衣 松永  遥 西田 優

よこみつ　かの たにぐち　はのん なかはら　みゆ よこやま みゆ

横光 花乃 谷口 葉音 中原 心優 横山 実侑

(Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (ラブオールジュニア) (香住ヶ丘ジュニア) (板付ジュニア)

さとう かなこ しきまち　さくら おおもり　あやみ にしだ　ゆう

佐藤 加奈子 式町 咲良 大森 彩未 久冨 美優

さとう ほの みょうじん　はるか くろかわ　ほうな よこやま みゆ

佐藤 穂乃 明神 悠花 黒川 宝那 岩永 なつみ

(三宅ジュニア) (大池ジュニア) (すせんじジュニア) (板付ジュニア)
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