
部門 階級 第１位 第２位 第３位 第３位
西元　さくら 小野寺和輝 荒川健太 水谷元気

飯能 関宿 ゴールド 東海
佐々木風雅 矢野瑠生明 伊藤　詩悠 田下　奏樹

松﨑 宇都宮 東北学院 PUREBRED
渡辺　慶二 佐久間　渚 大澤　結愛 若有　蔵人

水戸市 郡山 アンジュ PUREBRED
深田　雄智 青野　健也 山根　緑 渡部　桐子

ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ 宇都宮 田島
佐藤　陸

田島
吉村　涼菜 太田　若那 西元　里杏 小野寺大輝
PUREBRED 柏 飯能 関宿
工藤　千尋 清野大輝 河合　翼 夏井　花乃
GOLDEN 邑楽 松﨑 小玉
木村智洋 田下　竜葵 下村杏子 大橋　寛介

館林 PUREBRED ゴールド 柏
稲葉　海人 佐藤　裕雅 小椋　  鷹飛 五十嵐彩季

ＡＡＣＣ 日立市 取手 関宿
服部　大虎 小林　駿太 前田　弥己 柳田　翔吾

水戸市 だっぺ アンジュ 宇都宮
米澤　凌 成国琴音 熊谷太郎 奥田美唯
ＡＡＣＣ ゴールド 谷原 東海
榊　流斗 加納　涼真 中島　怜香 安藤　悠哉

郡山 郡山 PUREBRED 松﨑
鈴木志保 深井　斗真 加藤恵土 武内　  勇麿

東海 松﨑 谷原 取手
石黒隼士 上野　睦実 関谷佳那子
ゴールド だっぺ 邑楽

溝呂木岳斗 小林奏音 海老原 一恭
ウエノハラ 邑楽 取手
吉田　裕貴 馬場　雄大 江田健二郎 七野　公輝

小玉 刈谷 館林 GOLDEN
阿部　敏弥 菊池　良仁 福田　雄太 佐藤　樹

水戸市 大子 日立市 日立市
阿部　雄大 織部翔 湯原　諒真 榊　大夢

日立市 ゴールド 刈谷 郡山
成国大志 小島　裕紀 柏井    康人 渡辺　悠介
ゴールド アンジュ 取手 水戸市
乙黒拓斗 梅林　太朗 山内壮 下村滉平
ゴールド 小玉 ファイヤー ゴールド
沼崎和弥 中村　剛士 赤荻　蘭丸 小澤　知輝
ゴールド PUREBRED 米沢 だっぺ

齋藤　雅敏 田部井祐太 矢後　公誠 大賀遥
日立市 邑楽 柏 谷原

佐藤　拳 上野　穂高 岩本　巧 加藤　優弥
ＡＡＣＣ だっぺ 関宿 宮原

山﨑弥十朗 岡村　優 小林　亮斗 外山　宏太
PUREBRED だっぺ だっぺ FREEDOM
中村　未優 東川　加奈 伊勢崎　美月
PUREBRED 宇都宮 だっぺ
山下千穂 大高　梨紗 大塚　亜美 増山　汐音
ゴールド 大子 宇都宮 千代田

加賀田葵夏 日向野音彩 吉田陽南 上野智子
ゴールド ゴールド 邑楽 ゴールド

矢後　愛佳 早川　まい 吉田　磨由 大出若菜
柏 刈谷 ひたちなか 千代田

山崎慎也 大塚　凌 八山　裕紀 石井　康平
ゴールド 宇都宮 千代田 水戸市

福田　東記 桑田夏陽亜 須川俊樹 原科　大城
日立市 ゴールド みぶ アンジュ

増山　郁人 福留　大夢 稲田知大 夏井　大介
千代田 刈谷 谷原 小玉

乙黒圭祐 米澤　圭 宮原　将 黒野　祥
ゴールド ＡＡＣＣ 宮原 刈谷

篠原　一希 片山皓斗 矢野　瑠星 梅畑洸之介
小玉 情念 宇都宮 ＡＡＣＣ

古谷直樹 佐藤　賢紀 早川　誠一 我妻翔比古
龍ヶ崎 日立市 刈谷 田島

水野　真斗 木村　優太 斎藤隼佑 鈴木　岳登
ＡＡＣＣ 千代田 みぶ アンジュ

奥田海人 吉川　真樹 和智　輝 宮本和輝
東海 ひたちなか ウエノハラ 龍ヶ崎

三輪　勇斗 深谷　公貴 藤田　光希
関宿 刈谷 大子

坂田　龍星 湯田　貴行 柏﨑寛文 野中　祐太
飯能 田島 みぶ アンジュ

坂上楓舞希 五十嵐未帆 坂本　佳奈 布施木 美佳
小玉 関宿 ひたちなか 取手

福田　沙季 神谷　佳奈 薄木　優南 根本　彩南
刈谷 刈谷 米沢 ひたちなか

高橋海寿々 大溝聖奈 熊谷莉里子 根本　里彩
ゴールド ファイヤー 谷原 宇都宮
木澤早織 香山　好美 鈴木沙季那 北　尚恵
ゴールド 逗子キッズ 米沢 宮原

日向野優陽 佐久間　遥 石井　紗千
ゴールド 郡山 FREEDOM

近藤　真由 小桧山　千緩 冨田　ひと美
小玉 郡山 だっぺ

団体の部
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