
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝 三　　　　　　位

はやしだ しょうすけ こだま うきょう すずき おうしろう

林田 翔亮 児玉 右京 鈴木 旺志朗

よぶこ はるか よこみち りくと みと そうし

呼子 遥海 横道 陸仁 三戸 蒼詞

(香住ヶ丘ジュニア) (三宅ジュニア) (板付ジュニア)

うらかわ しゅう おおつぼ かんしろう きたじま たいちろう

浦川 柊 大坪 環史郎 北島 太一朗

たちばな いおり ふかだ はるま うらがみ あらた

立花 以織 深田 春馬 浦上 新

(香住ヶ丘ジュニア) (大池ジュニア) (板付ジュニア)

こくら そうすけ みね こうき やまさき さくたろう

小倉 颯恭 峰 昊輝 山﨑 朔太郎

さかい そうた さの どうしん しゅえ りゃん

酒井 創匠 佐野 道心 薛 亮

(すせんじジュニア) (百道ジュニア･Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ) (すせんじジュニア)

やまぐち たまき しらき えり あらまき ゆま

山口 環 白木 愛理 荒巻 佑葉

わきさか すずこ ふじき まな いとう ここ

脇坂 鈴子 藤木 真那 伊藤 瑚子

(香住ヶ丘ジュニア) (板付ジュニア) (百道ジュニア･Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)

きたの くるみ うらかわ はるな やまさき ゆう

北野 胡桃 浦川 春那 山﨑 結羽

やた ひかる ふじむら いろは さいとう しん

矢田 ひかる 藤村 彩春 齊藤 心

(百道ジュニア) (ステラキッズ) (大池ジュニア)

うめづ つぼみ ひらもと そよ やまぐち あかね

梅津 つぼみ 平本 想佳 山口 茜

ふじき みこと にしつぐ りん わきさか ももこ

藤木 美寿 西胤 凛 脇坂 桃子

(板付ジュニア) (三宅ジュニア) (香住ヶ丘ジュニア)
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種　　　目 優　　　勝 準　優　勝 三　　　　　　位

はやしだ しんりゅう ふかせ りく はらだ りょう

林田 真龍 深瀬 陸 原田 諒

(能古中学校) (ラブオールジュニア) (老司中学校)

まつお こうき よこた だいき よしまる こうへい

松尾 恒輝 横田 大樹 吉丸 晃平

(能古中学校) (元岡中学校) (玄洋中学校)

さとう かなこ よこみつ ももか はまち りん

佐藤 加奈子 横光 百花 浜地 凛

(三宅ジュニア) (城南中学校) (大池ジュニア)

なかむら いずみ こが ゆい みやざき さほ

中村 泉文 古賀 結衣 宮崎 紗帆

(ラブオールジュニア) (ラブオールジュニア) (西区)

にしかた としゆき よしだ しょうた まつむら かおる

西方 俊之 吉田 翔太 松村 薫

しおたに ひびき こいずみ しょうたろう まつむら たまき

塩谷 日比輝 小泉 翔太郎 松村 環

(能古中学校) (能古中学校) (香住ヶ丘ジュニア)

あかし　ゆうすけ おの まさと きりあけ ひなた

明石 悠祐 小野 雅斗 桐明 陽向

あかし　りょうすけ やました しゅんや あかほし こうすけ

明石 涼佑 山下 竣也 赤星 孝亮

(能古ジュニア) (玄洋中学校) (元岡中学校)

かわむら あやね いけだ はるな かじわら りお

川村 彩恵 池田 遥名 梶原 梨央

もりた すず みやふさ かりん ぜん なつみ

守田 鈴 宮房 花梨 善 菜摘

(城南中学校) (城南中学校) (三宅中学校)

ふかみ ゆうか みずさき ななこ もり　ななみ

深見 優香 水崎 菜々子 森 菜々美

にしはら あかり つかもと ゆなん かわばた　まゆこ

西原 あかり 塚本 釉南 川端 真優子

(百道中学校) (老司中学校) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)
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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

問合せ先：二村080－4296－3876

中学男子単Ａ級

中学男子単Ｂ級

中学女子単Ａ級


