
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

やまむら りゅうせい さかもと しおん おかべ はやと こじま いぶき

山村 隆清 坂本 詩音 岡部 隼 小嶋 一颯

(南阿蘇Ｊ) (タマナＪ) (ＫＡＲＡＫＡＬ) (フェイントＣ)

たかうえ あやか たかた あいな まつうら あやか しもぞの しずく

髙植 あやか 髙田 愛菜 松浦 綾花 下薗 詩空

(八代Ｊ) (Ａｓａｈｉ Ｇｌａｎｚ) (植柳Ｊ) (ＳＣきくよう)

たかはた おうすけ まるつか はるま もとやま おうだい まるやま ともたか

髙畠 央侑 丸塚 浩真 本山 桜大 丸山 倫尚

(ＷＩＮＮＥＲ) (八代Ｊ) (タマナＪ) (南阿蘇Ｊ)

きたやま るい ながい ひまり なかむら りりか まきかわ みあ

北山 琉衣 永井 陽蒔利 中村 李々華 牧川 実愛

(Ａｓａｈｉ Ｇｌａｎｚ) (ＷＩＮＮＥＲ) (宮地Ｊ) (ＫＴＪ)

さかた けんじろう まえだ  こうた さかい はくと こが ひなた

坂田 剣士朗 前田 康太 坂井 珀飛 古賀 陽向

(山ノ内Ｊ) (ＤｒｅａｍＢｅａｒ) (南阿蘇Ｊ) (ＷＩＮＮＥＲ)

いづの まおり はやし さき たなか ゆい やまうち さくら

伊津野 眞凛 林 咲希 田中 優衣 山内 彩楽

(ＤｒｅａｍＢｅａｒ) (八代Ｊ) (ＷＩＮＮＥＲ) (Ａｓａｈｉ Ｇｌａｎｚ)

うつのみや いくま しみず ゆうしん やまと しゅうき なかがわ ゆう

宇都宮 生真 志水 優心 山戸 柊槻 中川 悠

たかむら さとし もとやま そうま やまの ゆうしん やました そうすけ

髙村 智 本山 蒼天 山野 裕慎 山下 蒼介

(おぐにＪ) (タマナＪ) (玉東Ｊ) (北部Ｊ)

みやざき やよい はしもと あん しらき はなか すずき ゆあ

宮崎 弥生 橋本 杏 白木 花香 鈴木 結愛

きくた しおり やまぐち せな いわの えりん とみまつ れん

菊田 詩織 山口 聖夏 岩野 恵鈴 富松 蓮

(ＷＩＮＮＥＲ) (ＳＢＣ) (ＫＡＲＡＫＡＬ) (ＷＩＮＮＥＲ)

なかむら たいよう みずもと ひかる もりした せり おおつか ひなた

中村 太陽 水本 輝 森下 善吏 大塚 陽太

ひがし みきと なかの りくと しど あきと みやざき おうすけ

東 末来翔 中野 力邦人 志戸 煌人 宮崎 央涼

(おぐにＪ) (北部Ｊ) (宮地Ｊ) (北部Ｊ)

いしばし ゆうひ さとう れみ やました さき おがた まな

石橋 結陽 佐藤 伶美 山下 咲姫 緒方 愛

いづの こはる なかむら こはる あらお いちか たなか ゆうな

伊津野 心春 中村 心晴 荒尾 いちか 田中 結梛

(ＤｒｅａｍＢｅａｒ) (おぐにＪ) (北部Ｊ) (ＳＣきくよう)

あかさか ゆうき たけいし れん はた こころ はるた りゅうのすけ

赤坂 侑輝 武石 怜 秦 想 春田 龍之介

やまさき あつと はしもと たくみ ときまつ しゆう みやざき さすけ

山﨑 淳人 橋本 拓歩 時松 志優 宮崎 桜丞

(不知火Ｊ) (おぐにＪ) (おぐにＪ) (北部Ｊ)

まえだ めい さいぜん ななみ とみなが ひより しみず かえで

前田 萌衣 西前 菜々美 富永 陽和 清水 椛楓

ほりぐち ひまり むらざき あかり たなか れいな いがた うみ

堀口 日茉莉 村﨑 朱里 田中 玲梛 伊方 愛恵

(植柳Ｊ) (不知火Ｊ) (ＳＣきくよう) (ＤｒｅａｍＢｅａｒ)

6年女子複

5年男子複

5年女子複

4年以下男子複

4年以下女子複

5年男子単

5年女子単

4年以下男子単

4年以下女子単

6年男子複
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三　　　　　　位

6年男子単

6年女子単


