
平成30年11月11日

S-S S-1 S-2 S-3A S-3B S-3C
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

いせだ ともひろ うちやま ひろき おくで みゆう さやき あおい すずき あこ はく ちくん

伊勢田知広 内山拓樹 奥出実優 鞘木葵 鈴木杏子 白知勛
しいい りおん こじま こうき やまね はるか さいとう ありさ わたなべ かりん いまい りこ

椎井理恩 小嶋恒輝 山根陽香 斎藤ありさ 渡邊夏鈴 今井莉子
いはら ひろと みやざき あゆみ どい やすとも とみおか てつひろ あらい しゅうせい いとう つくし

井原央登 宮﨑愛弓 土井靖智 富岡哲洋 新井柊成 伊藤ツクシ
おおさこ たくま あいかわ まお ふじひら だいき ふしき りさ むらかみ たける へんみ ゆうしん

大迫拓真 相川真緒 藤平大輝 伏木理紗 村上建 逸見優心
いぎす はると あきもと つばき あさおか ゆうま あおやぎ めぐ いとう のん みよし ゆり

伊規須大斗 秋本椿 浅岡優真 青柳メグ 伊藤暖 三好友鈴
よしだ じゅんのすけ こじま はるき まつもと りく ふなき ゆう くまさか りくたか おがわ ひさし

吉田潤之介 小嶋春輝 松本陸 舩木優 熊坂陸孝 小川日向志

S-4A S-4B S-4C S-5A S-5B
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

きむら しゅうや ちば れの まるやま そうた たかとり ゆづき かわむら まお

木村柊也 千葉レノ 丸山想太 鷹取優月 川村真生
なかむら ひろむ むらかみ ゆうな あいかわ みお ふじひら あみ はしもと りりな

中村拓 村上佑奈 相川美緒 藤平彩未 橋本莉々菜

あらい みゆう にしむら りゅうた いわおか かんな しまぬき かほ もりおか ゆう

荒井実優 西村隆汰 岩岡柑奈 島貫夏帆 森岡優
うえた けいと わかむら まお さわもと よしのり しらはし まゆ とくしま みり

植田渓斗 若村麻央 澤本佳紀 白橋茉結 徳島未莉
あいだ はづき きなみ ちさ ひろせ じん やまもと ゆうか つじ ひかり

会田葉月 木南知紗 廣瀨仁 山本侑果 辻陽花梨
むとう こう やまぐち ひまり ともの あまね いけもと あやか しろた ゆうだい

武藤皐 山口陽万莉 伴野天音 池本彩夏 白田優大

優勝
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S-3C S-4C S-5A
氏名 氏名 氏名

きむら かりん かん りく もちづき りょうすけ

木村花凛 姜俐求 望月亮周
すずき まいか きん げんしゅ おりた こう

鈴木舞華 金玄珠 折田煌
せき みつし いのうえ しおり やまぐち とおる

関光志 井上栞 山口亨
ごとう まほ なかの ゆうか いりせりょうた

後藤真歩 中野友嘉 入瀬遼太
とさし まなと ひろせ あやの

戸刺真那斗 広瀬綾乃
あきやま せな さとう あいり

秋山世奈 佐藤愛莉
しみず はるみち あなみ はるね

清水晴道 穴見遙音
うえだ ともか

上田朋佳
さいとう ゆり

齋藤有理
こいけ あいり

小池愛梨
たぐち せいま

田口聖真
たなか ゆり

田中友理
はすみ こうき

蓮見弘貴
おくで みれい

奥出実怜

３位

<個人総合競技（３位）＞
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