
種　目 優　勝 準優勝 参加数

６年男子複 小池 健大⑥ 高橋 良芽⑥ 小林 凌大⑥ 高桑 圭佑⑥ 　１２
三澤 琥朱⑥ 吉田 蓮吾⑤ 米山 裕翔⑥ 阿部 和武④
(柏崎) (中野島) (塚山) (柏崎)

５年男子複 亀井 絆平⑤ 長谷川 英寿⑤ 光井 楓真⑤ 飯田 寛基⑤ 　６
小林 市勢⑤ 安中 悠真⑤ 大倉 想和⑤ 保坂 遥紀⑤
(中野島) (五泉) (柏崎) (坂井輪)

４年男子複 落合 真聖④ 川島 大翔④ 中山 温也④ 加藤 有翔④ 　１３
山田 遼希③ 佐藤 快④ 山口 魁士④ 片桐 礼④
(五泉) (栃尾) (佐渡) (阿賀野)

６年女子複 中村 美琴⑥ 佐藤 文香⑥ 岡本 明純⑤ 有岡 優月⑥ 遠藤 瑠花⑥ 稲葉 愛莉⑥ 　２３
佐藤 仁南⑥ 前田 仁愛⑥ 植木 翠乙⑤ 桑原 愛美⑥ 遠藤 羽純⑥ 品田 希歩⑥
(栃尾) (はちみつ) (柏崎) (刈羽) (阿賀野) (柏崎)

５年女子複 成澤 日彩⑤ 遠藤 菜海⑤ 布川 みのり⑤ 渡邊 桜花⑤ 　１２
安川 歩希⑤ 時田 紗弥子⑤ 内山 葵⑤ 井上 玲來⑤
(はちみつ) (阿賀野) (塚山) (阿賀野)

４年女子複 佐藤 理子④ 相馬 七彩④ 斉藤 侑芽乃③ 小泉 爽希④ 　１６
三澤 しあ③ 竹内 来未④ 山口 怜② 菅井 優那④
(栃尾) (柏崎) (つばさ) (阿賀野)

６年男子単 小池 健大⑥ 高桑 圭佑⑥ 野村 証⑤ 三澤 琥朱⑥ 加藤帆高⑥ 本間 紬樹⑤ 丸山 航生⑥ 笠松照栄⑥ 　３２
(柏崎) (柏崎) (栃尾) (柏崎) (新発田) (ハッピー) (中野島) (つばさ)

５年男子単 芦田 友哉④ 土田 瑛斗⑤ 吉田 蓮吾⑤ 光井 楓真⑤ 大倉 想和⑤ 飯田 寛基⑤ 渡辺周志⑤ 長谷川 英寿⑤ 　３１
(ふらっと) (塚山) (中野島) (柏崎) (柏崎) (坂井輪) (新発田) (五泉)

４年男子単 天野 愉斗④ 中嶋優羽④ 阿部 和武④ 落合 真聖④ 山田 遼希③ 川島 大翔④ 髙橋 李央④ 山口 魁士④ 　４７
(ＳＳモンキー) (つばさ) (柏崎) (五泉) (五泉) (栃尾) (はちみつ) (佐渡)

２年男子単 羽山 仁② 松村 蓮② 内山 裕夢② 佐藤 隼太① 瀬戸 太陽② 藤田 大洋② 鈴木 湊士② 遠山 悠人① 　１６
(直江津) (はちみつ) (直江津) (栃尾) (はちみつ) (小須戸) (小須戸) (ＳＳモンキー)

６年女子単 佐藤 文香⑥ 中村 美琴⑥ 稲葉 愛莉⑥ 川崎 沙菜⑥ 斎藤 ゆり乃⑥ 前田 仁愛⑥ 陶山 奈々花⑥ 佐藤 仁南⑥ 　６７
(はちみつ) (栃尾) (柏崎) (豊栄) (ＳＳモンキー) (はちみつ) (中野島) (栃尾)

５年女子単 成澤 日彩⑤ 田中 優羽⑤ 岡本 明純⑤ 荒木 李佳⑤ 猿子ひかる⑤ 布川 みのり⑤ 長谷川 夏美⑤ 植木 翠乙⑤ 　４６
(はちみつ) (白根) (柏崎) (阿賀野) (新発田) (塚山) (中野島) (柏崎)

４年女子単 佐藤 理子④ 松本 麗羽④ 長谷川 未羽④ 三澤 しあ③ 梅川 歩叶③ 渡邊 杏④ 前山 和奏④ 矢貴 菜月③ 　５６
(栃尾) (柏崎) (塚山) (栃尾) (神山) (ハッピー) (ふらっと) (岩室)

２年女子単 山口怜② 成澤 唯花② 岡 なつめ② 本田 雛① 安川 采希② 阿部 佳奈実② 長谷川 結羽① 三沢 理央② 　２４
(つばさ) (はちみつ) (小須戸) (佐渡) (はちみつ) (宮浦) (塚山) (柏崎半田)
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