
種 目 優 勝 準 優 勝

いとう ゆうや うすぎ らいき さとう ふみたか やなぎだ ゆうき

伊藤 裕哉 薄衣 頼希 佐藤 史隆 柳田 柚輝

(湯口中学校) (東和中学校) (湯口ジュニア) (矢沢中学校)

はたけやま れみ しみず みう さとう りょうか かわむら まひろ

畠山 鈴未 清水 美羽 佐藤 綾香 川村 真央

(石鳥谷中学校) (東和中学校) (矢沢中学校) (矢沢中学校)

いとう ゆうや うすぎ らいき やなぎだ ゆうき さとう ふみたか

伊藤 裕哉 薄衣 頼希 柳田 柚輝 佐藤 史隆

おやまだ こうすけ いわま りょうた すがわら かいり ひらか しょうた

小山田 光佑 岩間 亮太 菅原 魁吏 平賀 翔太

(湯口中学校) (東和中学校) (矢沢中学校) (湯口ジュニア)

しみず みう かわむら まひろ はたけやま れみ さいとう こころ

清水 美羽 川村 真央 畠山 鈴未 齊藤 こころ

さとう なな わたなべ みわ やなぎはら あやか おいかわ こはる

佐藤 南那 渡邉 海羽 柳原 彩夏 及川 こはる

(東和中学校) (矢沢中学校) (石鳥谷中学校) (矢沢中学校)

すがわら まきと たにふじ たいき いわだて けいし わたなべ いずみ

菅原 槙人 谷藤 大樹 岩舘 慧志 渡邉 出海

(矢沢ジュニア) (南城小育成会) (南城小育成会) (矢沢ジュニア)

はたけやま そら おいかわ はなか ますこ はるは いとう そらの

畠山 想来 及川 花香 増子 遥葉 伊藤 蒼空乃

(ハイタッチジュニア) (東和シャトルズ) (南城小育成会) (南城小育成会)

すがわら まきと ふじわら しょうご たにふじ たいき あべ おうた

菅原 槙人 藤原 将吾 谷藤 大樹 阿部 煌太

しばた こうき たかはし はると いわだて けいし わたなべ あゆと

柴田 晃希 高橋 春杜 岩舘 慧志 渡辺 歩大

(矢沢ジュニア) (湯口ジュニア) (南城小育成会) (南城小育成会)

いとう そらの おばら にじか しらふじ あおい ささき なぎさ

伊藤 蒼空乃 小原 虹愛 白藤 碧 佐々木 渚

ますこ はるは たなか なな おもえ まゆこ かわかみ まどか

増子 遥葉 田中 奈々 重茂 真優子 川上 和華

(南城小育成会) (矢沢ジュニア) (南城小育成会) (南城小育成会)

たかはし あらた てるい はるく はたけやま こうや ささき ほまれ

髙橋 新太 照井 晴空 畠山 廣也 佐々木 歩希

(湯口ジュニア) (湯口ジュニア) (湯口ジュニア) (石鳥谷ジュニア)

てるい にいな はたけやま らむ すずき あおい おばら あいひ

照井 仁奈 畠山 来夢 鈴木 蒼依 小原 藍緋

(矢沢ジュニア) (ハイタッチジュニア) (湯口ジュニア) (東和シャトルズ)

３・４年男子単
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てるい はるく たかはし あらた さとう かなた ささき ほまれ

照井 晴空 髙橋 新太 佐藤 奏汰 佐々木 歩希

はたけやま こうや てるい てんせい なかやしき ゆうた ふじわら ゆづき

畠山 廣也 照井 天晴 中屋敷 祐太 藤原 優月

(湯口ジュニア) (湯口ジュニア) (矢沢ジュニア) (石鳥谷ジュニア)

はたけやま そら たかはし ゆうり たかせ ゆい せいし あやか

畠山 想来 高橋 結莉 高瀬 結衣 勢司 彩夏

はたけやま らむ すがわら みやび いとう ゆういか おやまだ あんり

畠山 来夢 菅原 巳雅 伊藤 優衣夏 小山田 杏梨

(ハイタッチジュニア) (矢沢ジュニア) (南城小育成会) (シャトルズ．ジュニア)

てるい てんせい すがわら みやび にった こうま ひらが せいりゅう

照井 天晴 菅原 巳雅 新田 煌茉 平賀 成龍

(湯口ジュニア) (矢沢ジュニア) (東和シャトルズ) (湯口ジュニア)

わたなべ そうすけ はばした るか ますこ たいき ひらが せいりゅう

渡邉 颯介 幅下 瑠華 増子 大葵 平賀 成龍

しばた そら おもえ ゆりこ あべ おうた おのでら いぶき

柴田 碧良 重茂 優里子 阿部 旭陽 小野寺 一颯

(矢沢ジュニア) (南城小育成会) (南城小育成会) (湯口ジュニア)

３・４年男子複

３・４年女子複

２年以下単

２年以下複


