
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝 三　　　　　　位 四　　　　　　位 五　　　　　位

さいとう　れい ふじよし　しゅり くさのせ　ゆうせい すえなが　くりゅう たかた　りゅうせい

斉藤 礼 藤吉 珠李 草ノ瀬 悠生 末永 空隆 高田 隆誠

(岡垣ジュニア) (海老津ジュニア) (グッドウエーブ) (グッドウエーブ) (フェイントクラブ)

たなか　はるき たのうえ　とわ まつなが　ゆきまる なかもり　たいら えぐち　だい

田中 陽樹 田上 翔和 松永 幸丸 中森 大空 江口 大

(多久スポーツピア) (松崎ジュニア) (ＳＣきくよう) (八幡西ジュニア) (荒尾ジュニア)

やまざき　あきひろ きど　ふみや かわべ　はるき くりやま　じゅいち にしかた　としゆき

山崎 晃広 城戸 郁也 川邊 悠陽 栗山 寿一 西方 俊之

(岡垣ジュニア) (荒尾ジュニア) (臼杵ＪＢＣ) (光岡ジュニア) (能古ジュニア)

さとう　ゆめ はらぐち　じゅり くりやま　ひな ほんだ　きあら うしじま　かな

佐藤 ゆめ 原口 樹璃 栗山 陽菜 本田 希藍 牛島 花菜

(おぐにジュニア) (しおみキャッツ) (グッドウエーブ) (喜々津ジュニア) (高田ジュニア)

いまいずみ　あすか たぐち　まや あきう　なな たむら　そら すどう　めい

今泉 明日香 田口 真彩 秋保 奈々 田村 天空 須藤 海妃

(牛津ＪＢＣ) (くれよんクラブ) (霧島ジュニア) (スマイルジュニア) (岡垣ジュニア)

さるかわ　ゆうか ひがき　のぞみ つじ　あやな むろや　かなの たなか　さあや

猿川 優香 檜垣 希望 辻 彩七 室屋 奏乃 田中 佐彩

(松崎ジュニア) (くれよんクラブ) (唐津ジュニア) (スマイルジュニア) (松崎ジュニア)

ぎおんだ　はやと みつとみ　るか やまもと　りょうたろう えら　しょうた ふじもと　まさき

祗園田 隼人 光富 琉華 山本 凌太郎 惠良 将大 藤本 将輝

なかはら　ひでとし ひさの　みやび ふくだ　りゅうし かん　たけひろ おにつか　りゅうせい

中原 秀駿 久野 雅 福田 琉詩 菅 剛大 鬼塚 琉誓

(北部ジュニア) (岡垣ジュニア) (あたごＢＣ) (日出ジュニア) (宮地ジュニア)

うえはた　れん まつむら　かおる しもだ　みずき なかの　はると なかむら　こうせい

上畑 蓮 松村  薫 下田 瑞葵 中野 遥翔 中村 光惺

はやしだ　しんりゅう まつむら　たまき くすもと　はると いがわ　こうじろう よしだ　よしき

林田 真龍 松村  環 楠本 悠人 井川 宏次郎 吉田 嘉輝

(秋月フォックス) (香住ケ丘ジュニア) (岡垣ジュニア) (岡垣ジュニア) (玉東ジュニア)

やまこし　ゆうた ひさまつ　なお ながた　れおん くすもと　そうた ひがしほ　ゆうすけ

山腰 悠太 久松 直雄 永田 怜音 楠本 爽太 東保 佑典

いしざき　たいち やまぐち　ゆうた うえだ　はると あきよし　こうた むかいの　なおと

石崎 太一 山口 雄大 植田 温大 秋吉 航汰 向野 直杜

(海老津ジュニア) (スマイルジュニア) (武アクア少年団) (岡垣ジュニア) (中島ジュニア)

やまぐち　まりな いわもと　はぐみ のやま　はのん はまだ　あいら ほった　ななか

山口 真里奈 岩本 はぐみ 野山 華暖 濵田 娃来 堀田 菜々花

つやま　ゆめ うえだ　ここな いわさき　えみり いのうえ　ここみ ながふち　ゆりか

津山 侑愛 上田 心愛 岩崎 笑理 井ノ上 心美 永渕 友梨華

(佐賀サンライズ) (肥前ジュニア) (八代ジュニア) (中山少年団) (川上ジュニア)

くすもり　みう さとう　かなこ おやどまり　ひまり まきの　みゆう まつやま　はるか

楠森 美羽 佐藤 加奈子 親泊 ひまり 牧野 美優 松山 陽香

かわの　ふううか さとう　ほの たましろ　りのん やまざわ　あみ むらもと　かな

川野 楓華 佐藤 穂乃 玉城 李音 山澤 愛未 村本 果奈

(若竹クラブ) (三宅ジュニア) (キクムラジュニア) (妻北ジュニア) (ひなときクラブ)

ちきた　りかこ たけした　ほのか きど　みうる さねもと　はるか とみなが　りん

千北 梨花子 竹下 ほのか 城戸 美潤 実本 遼花 冨永  凜

いまむら　すず ながしお　ゆきな むらた　まゆな くわはら　ゆめか とみなが　らん

今村 涼 長塩 幸奈 村田 眞友菜 桑原 夢華 冨永  蘭

(荘島クラブ) (花房クラブ) (海老津ジュニア) (鳥栖ジュニア) (南島原ジュニア)
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