
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

さとう　のぞみ あべ　そうご たまて　そら たかはし　はると

佐藤 望 阿部 颯悟 玉手 天 髙橋 陽人

(塩竈ジュニア) (石巻クラブジュニア) (横倉ジュニア) (宮城野ジュニア)

はが　あやた やまだ　ゆうだい かとう　ちひろ たむら　はると

芳賀 彪汰 山田 雄大 加藤 千尋 田村 春翔

(石巻クラブジュニア) (仙台大和ジュニア) (田子ジュニア) (石巻クラブジュニア)

さいとう　ゆら てらしま　ひろむ ひらかわ　しょう あべ　ゆあん

齊藤 優楽 寺島 拓夢 平川 翔 阿部 悠行

(仙台大和ジュニア) (仙台大和ジュニア) (宮城野ジュニア) (明石台ジュニア)

あかさか　かなた ねつ　そうた たぐち　りお ささき　しょう

赤坂 奏風 祢津 蒼太 田口 理央 佐々木 翔

(角田ジュニア) (燕沢ジュニア) (北方クラブ) (ＢＰＣ仙台)

ねだち　りおん すがい　りお ささき　あすか おおくぼ　さくら

根立 莉苑 菅井 理央 佐々木 飛華 大久保 さくら

(連坊ジュニア) (仙台大和ジュニア) (塩竈ジュニア) (仙台大和ジュニア)

ちば　りゅあ うえたき　ゆきは にった　さや よねざわ　ななみ

千葉 瑠愛 上瀧 千翔 新田 紗矢 米沢 七海

(塩竈ジュニア) (仙台大和ジュニア) (連坊ジュニア) (塩竈ジュニア)

きむら　ひなの はが　りあ いわぶち　なな ひらやま　このみ

木村 ひなの 芳賀 凜歩 岩渕 那夏 平山 湖乃望

(横倉ジュニア) (石巻クラブジュニア) (塩竈ジュニア) (連坊ジュニア)

ねだち　ひなた さいとう　じゅり すとう　もか きくち　ことは

根立 妃菜妙 齋藤 朱織 須藤 紅嘉 菊地 琴羽

(連坊ジュニア) (石巻クラブジュニア) (横倉ジュニア) (横倉ジュニア)

たかやま　たいし いのうえ　りょうた おおぎや　りょうた かとう　ぜん

髙山 泰 井上 椋太 扇谷 涼太 加藤 然

たかはし　はると たまて　そら さいとう　ゆうた あがつま　らい

髙橋 陽人 玉手 天 斉藤 悠太 我妻 頼

(宮城野ジュニア) (横倉ジュニア) (古川ジュニア) (大河原シャトラーズ)

はが　あやた さとう　けんしん つるおか　ひなた やまだ　ゆうだい

芳賀 彪汰 佐藤 謙心 鶴岡 陽向 山田 雄大

たむら　はると あべ　ゆあん くまがい　りおん さいとう　ゆら

田村 春翔 阿部 悠行 熊谷 琳音 齊藤 優楽

(石巻クラブジュニア) (明石台ジュニア) (塩竈ジュニア) (仙台大和ジュニア)
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６年以下男子単

５年以下男子単

４年以下男子単

２年以下男子単

６年以下女子単

５年以下女子単

４年以下女子単

２年以下女子単

６年以下男子複

５年以下男子複



あじおか　ゆうひ てらしま　ひろむ おおやま　はるのぶ きむら　あつき

味岡 友陽 寺島 拓夢 大山 晴信 木村 充希

すずき　そら さとう　いつき まつうら　たくま たけざわ　れお

鈴木 奏楽 佐藤 葵貴 松浦 巧磨 武澤 伶和

(ＢＰＣ仙台) (仙台大和ジュニア) (連坊ジュニア) (横倉ジュニア)

ささき　しょう かたの　よしやす すみか　そうた おおた　けいと

佐々木 翔 片野 義康 住家 颯太 太田 圭人

すずき　ゆうき わだ　ゆきと たかはし　たいよう さいとう　りゅうと

鈴木 悠希 和田 千翔 髙橋 大遥 齋藤 龍斗

(ＢＰＣ仙台) (連坊ジュニア) (宮城野ジュニア) (横倉ジュニア)

ささき　かの ささき　あすか たまて　かのん かんの　ふみ

佐々木 香乃 佐々木 飛華 玉手 花音 菅野 史

おおくぼ　さくら すだ　あやね たけざわ　りお やの　ゆうあ

大久保 さくら 須田 彩音 武澤 厘和 矢野 ゆうあ

(仙台大和ジュニア) (塩竈ジュニア) (横倉ジュニア) (連坊ジュニア)

ちば　りゅあ ごとう　あおい うえたき　ゆきは にった　さや

千葉 瑠愛 後藤 葵 上瀧 千翔 新田 紗矢

ひらやま　ひより よねざわ　ななみ はりう　みのり たんの　ことせ

平山 陽梨 米沢 七海 針生 みのり 丹野 琴瀬

(塩竈ジュニア) (塩竈ジュニア) (仙台大和ジュニア) (連坊ジュニア)

きむら　ひなの やまざき　はるひ ひらやま　このみ ちば　あおひ

木村 ひなの 山崎 遥陽 平山 湖乃望 千葉 葵日

すずき　まなか やすだ　みさき やまざき　ゆゆ はが　りあ

鈴木 愛香 安田 美咲 山崎 柚由 芳賀 凜歩

(横倉ジュニア) (横倉ジュニア) (連坊ジュニア) (石巻クラブジュニア)

きくち　ことは さいとう　じゅり ほそかわ　なお おの　さとり

菊地 琴羽 齋藤 朱織 細川 奈桜 小野 聡莉

すとう　もか みやもと　いおり かんばやし　みさ ます　ゆづき

須藤 紅嘉 宮本 伊織 神林 美彩 桝 優月

(横倉ジュニア) (石巻クラブジュニア) (古川ジュニア) (横倉ジュニア)

２年以下女子複

４年以下男子複

２年以下男子複

６年以下女子複

５年以下女子複

４年以下女子複


