
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

すずき としひろ たかい としのぶ ふじた けいた しまだ しんじ

鈴木 利拓６ 高井 俊暢６ 藤田 啓汰６ 島田 慎司６

(福井３位) (福井１位) (新潟１位) (福井２位)

はせがわ たかひと おおな しん どうもと ゆきや はやし たかみつ

長谷川 貴士６ 大那 慎６ 堂本 侑也６ 林 貴光６

なかの しゅうと こばやし りゅうさく つちひら はじめ うちやま ともひと

中野 崇人６ 小林 隆作６ 土平 孟６ 内山 智仁５

(福井１位) (新潟１位) (石川１位) (福井２位)

おおいえ なつき ながえ るか こすげ るみ なかじま あかね

大家 夏稀６ 長江 瑠佳６ 小菅 留実６ 中島 朱音６

(石川１位) (富山１位) (新潟１位) (福井１位)

めざき みお はせがわ ときわ おおすみ ひかり みつや みさき

目崎 澪６ 長谷川 ときわ６ 大角 ひかり６ 三屋 美咲６

とちもと ゆきの わしお ゆうか いしまる あやの さかい まなか

栃本 ゆき乃６ 鷲尾 夕夏６ 石丸 彩乃６ 坂井 愛香６

(新潟１位) (新潟２位) (福井１位) (福井２位)

さいとう たくみ しみず こうしろう にっこう しゅん いからし あきと

齋藤 巧５ 清水 康士郎５ 日光 駿５ 五十嵐 秋斗５

(富山１位) (福井１位) (石川１位) (新潟１位)

なんも れんた たかはし こうへい みちした りょうが かわい ゆうき

南茂 蓮太５ 高橋 岬平５ 道下 凌我５ 川井 優希５

さいとう かえで しみず ともや やまもと しゅうへい やしき かいと

斎藤 楓５ 清水 智也５ 山元 柊平５ 屋敷 海斗５

(福井１位) (福井２位) (富山１位) (福井３位)

ながい せぶん たかの あみ うえすぎ ゆり わたなべ ほのか

永井 瀬雰５ 高野 亜美５ 上杉 優里５ 渡邉 萌香５

(新潟１位) (福井１位) (新潟２位) (福井２位)

きむら まりな たまむら みなみ たかやま みづき かわむこ きょうか

木村 茉梨奈５ 玉村 未波５ 高山 美月５ 川向 杏果５

なかむら ふづき さとう うらら ほり ことの おおかわ めぐ

中村 風月５ 佐藤 麗５ 堀 琴乃５ 大川 芽紅５

(福井１位) (長野１位) (石川１位) (石川３位)

のぐち たくや はっとり てるまさ ふくはら てるや やまもと こうた

農口 拓弥４ 服部 輝正４ 福原 輝弥４ 山本 幸太４

(福井１位) (福井２位) (石川１位) (石川２位)

かしわばら じん きだ よしひろ みわ たいき いしもと そら

柏原 迅４ 木田 能大４ 三輪 泰輝４ 石本 空４

そねはら しょう あらいえ ようすけ やまざき たいち にむら はるき

曽根原 唱４ 新家 陽介４ 山崎 汰一４ 二村 春熙４

(長野１位) (富山１位) (新潟１位) (新潟２位)

きたはま はな いからし のどか たまき はるか さいぎょう あき

北浜 英４ 五十嵐 温４ 玉木 遥４ 西行 愛希４

(石川１位) (新潟１位) (福井１位) (福井３位)

にらさわ みう さの みみこ よこやま ふうこ こばやし はな

韮澤 美羽４ 佐野 未海子４ 横山 楓子４ 小林 羽夏４

いしだ ありさ いしだ ゆきの ありま りほ さかお りりな

石田 有彩４ 石田 有紀乃４ 有馬 里歩４ 酒尾 李々奈４

(新潟１位) (新潟２位) (福井２位) (石川１位)
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