
小学生A 小学生B 中学生 A B C D 11歳以下男子 11歳以下女子 13歳以下男子 13歳以下女子 15歳以下男子 15歳以下女子 4年以下男子 4年以下女子 小学生男子 小学生女子 中学生男子 中学生女子

優勝 井口慎也 飯島志織 堺澤裕二 滝沢紗耶香 高林慶成 片倉美和

準優勝 西村淳 今井恵理 宮坂一星 宝彩菜 中沢優 猿田美帆

3位 後藤然也 依田恵 中島健太 矢部遥佳 山崎薫平 近藤晃代

3位 小尾昌平 角田愛 今井友博 飯田奈央 小林三成 笠原祥一

優勝 横山太一 赤塚未来 滝沢拓也 石口真衣 田中諒 飯島志織

準優勝 石口雅人 林珠都子 滝沢裕也 北村環奈 藤森悠生 山崎安奈

3位 中村和明 角田まり 宮山拓海 猿田真帆 今井晃徳 片倉美和

3位 太田一樹 青木茜 北村優太 田中菜美 小野悠紀子

優勝 藤森優輝 牧羽雅子 畠山尚也 角田まり 今井晃徳 丸山薫

準優勝 土屋史樹 中山礼 石口雅人 大林千鶴 平島健太 飯島志織

3位 平島昌太 森山未樹 飯島啓斗 内村梓央 北村優太 藤澤奈美子

3位 宮澤健 松沢美咲 太田智也 内村菜央 今井友博 塚田莉奈

優勝 土屋俊介 白石萌夏 石口雅人 森山未来 飯島祐希 三井寿々菜

準優勝 杉森優輝 米沢祐里奈 中村和明 増田日向子 千村諒 唐沢李歩

3位 島田康 木藤咲良 土屋史樹 小尾梨沙 田川彗太 北村真弓

3位 赤穂也 有賀瀬名 渡辺英雄 北原舞雪 倉科雄真

優勝 金子知大 平出有香 渡辺康二 小松さやか 滝沢拓也 後藤由希菜

準優勝 宮木慎悟 笠原沙耶 杉森優輝 米山小百合 中村和明 唐沢李歩

3位 小林拓哉 笠原綾乃 福田椋 山口有紀 倉科雄真 清水麻悠子

3位 宮木颯斗 小口杏実 市川雄大 山崎智大 杉村珠愛

優勝 小口拓哉 笠原沙耶 野沢匡祐 有賀瀬菜 渡辺英雄 唐沢李歩

準優勝 野沢僚真 福田果穂 福澤和志 安藤里紗 平田浩陽 杉村珠愛

3位 小嶋悠生 汲田桜 武石柊平 征矢愛耶乃 千村直 白川友理

3位 近藤空希 宮沢ひなた ⾧瀬遼 芦澤香純 芦澤翔 横山香

優勝 遠藤敦也 萩原勇吹 米山小百合 松本陸 坂田沙弥 野澤僚真 征矢愛耶乃 相馬拳也 有賀瀬菜

準優勝 小口真由 宮木慎悟 古瀬将人 平林幸史郎 唐澤杏幸 武石柊平 笠原沙耶 千村直 平林紗季

3位 上沼郁乃 鮎沢瞳果 杉村珠愛 古瀬篤人 相場もあ 宮尾響 水野凛 竹内玖音 瀬戸舞佳

3位 今井綾乃 宮木颯斗 市川美羽 伊藤良将 平出有香 仁科肇 米山小百合

優勝 平出有香 花岡聖羅 征矢有真 唐澤杏幸 渡辺太一 梶田珠詩 仁科肇 有賀瀬菜

準優勝 萩原勇吹 上沼郁乃 三浦宥甫 仁科みなみ 小嶋悠生 笠原沙耶 千村直 宮田碧衣

3位 宮木慎悟 矢崎菜南 坂田陸弥 小林由季 宮木颯斗 相場卯衣 相場拳也 宮尾純華

3位 鮎沢瞳果 宮坂南帆 大島祐樹 杉山萌々花 吉村準 唐澤杏幸 吉村準 相場卯月

優勝 平出有香 米山小百合 古瀬篤人 中島暁 小林由奈 伊藤啓将 浦上円香 清水啓介 平出有香

準優勝 牛越啓太 米山幸伸 北田智咲 前川泰成 吉澤佑月 大島佑樹 有賀来夢 伊藤健留 宮田碧衣

3位 遠藤千春 古瀬将人 伊沢駿希 有賀浩夢 富井紗香 福島美希也 仁科みなみ 土屋寿夫

3位 宮木颯斗 森川一樹 梶田匡希

優勝 平出有香 宮坂侑弥 宮木慎悟 中村そら 山村幸之進 山岡楓 宮木颯斗 唐澤杏幸 小林拓哉 平出有香

準優勝 遠藤千春 山下駿斗 森川一樹 矢崎彩南 中村晃世 浦上一葉 竹入朝陽 小林由季 伊藤健留 遠藤千春

3位 宮木颯斗 山田凱斗 古瀬篤人 林瑞樹 山村匠之進 赤沼花恋 山村真之介 浦上円香 角田光 竹入有希

3位

優勝 宮木颯斗 宮坂侑弥 犬飼拓馬 加藤優歩 小町谷恵輔 唐澤杏幸 山田飛翔 駒林萌香

準優勝 中嶋颯斗 山下駿斗 上條龍之助 吉澤心咲 山村幸之進 渡辺望々 山村真之介 渡辺寧々

3位 林瑞樹 山田凱斗 丸山一樹 赤沼花恋 山田凱斗 犬飼ひなの 宮木颯斗 杉本芽生

3位

優勝 石田朱里 古瀬篤人 唐澤杏幸 山田航大 林菜穂 古田俊太郎 田畑佳代 山村幸之進 木村妃杏 宮木颯斗

準優勝 今井星来 森川佑哉 宮木颯斗 ⿁窪未来 堀篭和真 赤羽良太 加藤優歩 山村匠之進 山岡楓 春日大地

3位 ⾧池拓斗 山田凱斗 永田真知 好井優香 山田航大 佐々木麻結 山田凱斗 浦上一葉 山村真之介

3位 田中楓真 ⿁窪未来 山下駿斗

優勝 宮木颯斗 ⿁窪未来 宮坂明弥 戸根川拓磨 山嵜莉音 北澤開 田畑佳代 春日大地 山嵜さくら

準優勝 宮坂侑弥 堀篭和真 神谷蒼士 古田龍之介 山田涼楓 中村晃世 中山祐加 宮木颯斗 野溝真奈香

3位 小口真楓 好井優香 関澤真於 佐藤陸皇 林菜穂 犬飼拓馬 丸山唯 上條龍之介 木村妃杏
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3位 神谷蒼士 関澤真於 山田凱斗 ⿁窪未来 南雲ﾐﾊｴﾙ薫

優勝 吉田健広 吉田菜月 林和奈 山田凱斗 堀篭和真 神谷蒼士 国奥莉子 山田涼楓

準優勝

3位 山田凱斗

3位

優勝 宮坂侑弥 太田連 丸山紅葉 小池夏美 宮坂侑弥

準優勝

3位 小口深徳 田中柚葉 山田涼楓

3位 小室有璃

優勝 ⿁窪未来 古田龍之介 宮坂明弥 志水陽奏 田中柚葉 小室有璃 林雛菊

準優勝 宮坂明弥

3位 坂田絆歩 田中柚葉 山田航大 山田涼香

3位 田中千尋
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