
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

はなだ　あおと やまもと　こうた ふくやま　そわ あべ　しん

花田 碧斗 山本 航大 福山 想和 阿部 心

(弘前津軽クラブ) (弘前キッズ) (弘前キッズ) (浪岡ジュニア)

さわだ　しゅり のろ　だいち くらうち　こうき みかみ　いくと

澤田 宗里 野呂 大地 倉内 滉己 三上 郁人

はやし　えいた みかみ　こうだい なら　しゅうが おおだいら　あきほ

林 瑛太 三上 輝大 奈良 脩雅 大平 瑛穂

(弘前キッズ) (常盤ジュニア) (弘前キッズ) (常盤ジュニア)

なるみ　あきと そうま　はる さとう　あきら かねみ　そうた

鳴海 瑛人 相馬 陽 佐藤 翠 金見 颯大

(マジッポズＪＢＣ) (弘前イズムＢＣ) (弘前キッズ) (高清水ホーク)

きたやま　ゆうま さかおか　りょう かとう　しゅんた いとう　のぼる

北山 悠真 坂岡 澪 加藤 竣太 伊藤 登

さとう　よしき たかはし　ゆうり そうま　たいち なりた　すおう

佐藤 由規 高橋 悠理 相馬 泰智 成田 朱皇

(みゆきジュニア) (みゆきジュニア) (弘前キッズ) (みゆきジュニア)

はなだ　はやと ひさつか　こお なかやま　ゆうと さわだ　こうき

花田 颯斗③ 久塚 虎桜 中山 結仁 澤田 光希

(弘前津軽クラブ) (みゆきジュニア) (常盤ジュニア) (五所川原ジュニア)

みつはし　だいご いまいずみ　ひいろ うの　そら こむら　ゆうだい

三ツ橋 大吾 今泉 陽虹 宇野 蒼空 古村 雄大

さいとう　なお さとう　こうき やまぐち　はやと こうら　だいき

齊藤 那央 佐藤 煌貴 山口 颯翔③ 古村 太喜③

(弘前キッズ) (常盤ジュニア) (みゆきジュニア) (浪岡ジュニア)

すずき　あみ なかざわ　みな さとう　ななか おのでら　あや

鈴木 彩未 中澤 未菜 佐藤 愛華 小野寺 彩矢

(弘前イズムＢＣ) (ゴールデンクラブ) (弘前キッズ) (常盤ジュニア)

こまた　とうこ のろ　ゆい さとう　うた こがわ ゆい

小又 春咲子 野呂 悠衣 佐藤 うた 古川 由依

まちや　みずき かたやま　るみ つじ　さら おのでら　みゆ

町屋 瑞稀 片山 瑠海 辻 沙羅 小野寺 美優

(七戸ジュニア) (ゴールデンクラブ) (弘前キッズ) (常盤ジュニア)

ならおか　みう みうら　くれあ なかのわたり　みゆき おおた　あいる

奈良岡 美羽 三浦 紅亜 中野渡 みゆき 太田 愛琉

(浪岡ジュニア) (弘前津軽クラブ) (七戸ジュニア) (ゴールデンクラブ)

おの　すず ふきた　のあ おやま　ゆいね きむら　ひよ

小野 澄朱 吹田 海茜 小山 結衣音 木村 妃葉

くどう　れみ よこやま　りお かただ ひな みずき　ゆあ

工藤 羚未 横山 里桜 堅田 ひな 水木 結愛

(弘前キッズ) (大鰐ジュニア) (常盤ジュニア) (大鰐ジュニア)

せがわ　あのん こばやし　さき はらこ　まいみ つじ　ねね

瀬川 絢音 小林 紗己 原子 舞美 辻 寧々

(大鰐ジュニア) (高清水ホーク) (七戸ジュニア) (弘前キッズ)

おおかま　みらん かさい ひな くどう　りさ こうさか　はな

大釜 心蘭 葛西 妃那 工藤 梨紗 髙坂 羽菜

いその　るな こがわ　めい くどう　さくら かがや　みみ

磯野 瑠南 古川 芽依 工藤 光桜③ 加賀谷 美心

(マジッポズＪＢＣ) (常盤ジュニア) (大鰐ジュニア) (マジッポズＪＢＣ)

うの　ふうま みうら　りゅうせい やまぐち　りゅうのすけ しらとり りゅうと

宇野 颯真 三浦 琉晴 山口 隆之介 白取 龍登

(みゆきジュニア) (マジッポズＪＢＣ) (大鰐ジュニア) (常盤ジュニア)

ひさつか　れお ぬまはた　ゆうか くどう　あみ さとう りほ

久塚 麗桜 沼端 優華 工藤 絢未 佐藤  里穂①

(みゆきジュニア) (七戸ジュニア) (弘前キッズ) (常盤ジュニア)
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