
順位 氏名 所属 得点 順位 氏名 所属 得点 順位 氏名 所属 得点

1 金本 三夢 金本 100 1 金本 三夢 金本 100 1 金本 愛夢 金本 50 金本 三夢 250

2 金本 大夢 京都大 100 2 金本 愛夢 金本 100 2 金本 三夢 金本 50 金本 愛夢 250

3 金本 愛夢 金本 100 3 金本 大夢 京都大 100 3 金本 大夢 京都大 50 金本 大夢 250

4 籔内 颯人 立命館大 100 4 大平  優 大平 100 4 岩成  海 立命館大 50 籔内 颯人 249

4 大平  優 大平 100 4 籔内 颯人 立命館大 100 5 籔内 颯人 立命館大 49 大平  優 249

6 行広 龍飛 田代 99 4 岩成  海 立命館大 100 5 大平  優 大平 49 岩成  海 247

6 石﨑 智久 京都大 99 4 眞鍋 雅成 パナソニック 100 5 遠藤  駿 遠藤 49 行広 龍飛 247

8 眞鍋 雅成 パナソニック 98 4 行広 龍飛 田代 100 5 笠松 亜斗武 遠藤 49 眞鍋 雅成 246

9 岩成  海 立命館大 97 4 遠藤  駿 遠藤 100 9 眞鍋 雅成 パナソニック 48 梅﨑 隼人 245

9 梅﨑 隼人 福山 97 4 笠松 亜斗武 遠藤 100 9 梅﨑 隼人 福山 48 石﨑 智久 244

9 上船 皓太 伊藤 97 4 中野 和佳 西川 100 9 行広 龍飛 田代 48 上船 皓太 243

12 清里 一弘 清里 94 4 梅﨑 隼人 福山 100 9 根來 桜子 伊藤 48 遠藤  駿 241

13 遠藤  駿 遠藤 92 4 根來 桜子 伊藤 100 13 縄田 颯士 立命館大 47 清里 一弘 240

13 中野 和佳 西川 92 4 縄田 颯士 立命館大 100 13 肥田 敏志 寺脇 47 根來 桜子 240

13 西野  歩 伊藤 92 4 稲垣 綜一郎 金本 100 13 清里 一弘 清里 47 笠松 亜斗武 237

13 根來 桜子 伊藤 92 4 松浦 真也 立命館大 100 13 河村 伊万里 伊藤 47 西野  歩 237

17 縄田 颯士 立命館大 88 4 谷川 真元 伊藤 100 13 上船 皓太 伊藤 47 縄田 颯士 235

17 肥田 敏志 寺脇 88 4 玉木 勇佑 寺脇 100 18 玉木 勇佑 寺脇 46 肥田 敏志 234

17 稲垣 綜一郎 金本 88 4 西野  歩 伊藤 100 18 石﨑 智久 京都大 46 稲垣 綜一郎 228

17 笠松 亜斗武 遠藤 88 20 肥田 敏志 寺脇 99 20 西野  歩 伊藤 45 松浦 真也 227

20 満田 智也 金本 99

20 清里 一弘 清里 99

20 石﨑 智久 京都大 99

20 上船 皓太 伊藤 99

順位 氏名 所属 得点 順位 氏名 所属 得点 順位 氏名 所属 得点

1 興田 佳歩 金本 100 1 久志 隼士 遠藤 100 1 丹野 凛緒 荒堀 49 丹野 凛緒 245

2 金  悠伸 清里 100 2 山本 茉利衣 馬場 100 2 興田 佳歩 金本 46 興田 佳歩 245

3 岡 健太郎 東権 99 3 笠松 羽蘭 遠藤 100 3 梶元 夏海 河村 45 岡 健太郎 242

4 笠松 羽蘭 遠藤 97 4 金  悠伸 清里 100 4 岡 健太郎 東権 45 梶元 夏海 241

4 久志 隼士 遠藤 97 4 梶元 夏海 河村 100 5 高本  楓 菊岡 44 久志 隼士 241

6 梶元 夏海 河村 96 4 丹野 凛緒 荒堀 100 5 荒巻 絢登 東権 44 笠松 羽蘭 240

6 丹野 凛緒 荒堀 96 7 興田 佳歩 金本 99 5 久志 隼士 遠藤 44 金  悠伸 238

8 平生 絵理 金本 94 7 五味 美優香 金本 99 8 笠松 羽蘭 遠藤 43 荒巻 絢登 232

9 荒巻 絢登 東権 93 7 的場 栞汰 川上 99 9 五味 美優香 金本 41 五味 美優香 231

10 五味 美優香 金本 91 10 岡 健太郎 東権 98 10 曽川 智優 河村 40 的場 栞汰 225

10 森田 琉聖 遠藤 91 11 藤井 十志 川上 97 10 森田 琉聖 遠藤 40 山本 茉利衣 223

12 皆川  碧 福山 88 12 荒巻 絢登 東権 95 12 大澤 愛璃 菊岡 39 森田 琉聖 221

13 的場 栞汰 川上 87 13 岩城 結依 馬場 94 12 清里 39 平生 絵理 218

14 山路 菜々美 野上 85 14 大澤 愛璃 菊岡 92 12 的場 栞汰 川上 39 高本  楓 216

14 山本 茉利衣 馬場 85 15 大川 由葵 菊岡 91 12 小林 大駕 三井 39 藤井 十志 213

14 藤井 十志 川上 85 16 高本  楓 菊岡 90 16 平生 絵理 金本 38 岩城 結依 212

17 竹川  遼 三井 84 16 吉永 幸奈 広原 90 16 山本 茉利衣 馬場 38 大澤 愛璃 210

18 高本  楓 菊岡 82 16 森田 琉聖 遠藤 90 16 舛  菜月 福島 38 山路 菜々美 208

19 曽川 智優 河村 81 19 佐野 元威 清里 88 16 金  悠伸 清里 38 皆川  碧 205

19 岩城 結依 馬場 81 20 山路 菜々美 野上 86 20 山路 菜々美 野上 37 竹川  遼 204

20 平生 絵理 金本 86 20 皆川  碧 福山 37

20 渡邉 蒼大 益田 86 20 岩城 結依 馬場 37

20 佐藤 みこと 遠藤 37

合計得点　ベスト20

合計得点　ベスト20

第 ２ 部　乗暗算 第 ２ 部　除暗算 第 ２ 部　見取暗算 参考記録

令和4年度　あんざん種目別チャンピオン大会　成績一覧表
主催　：　一般社団法人　大阪珠算協会 令和4年12月18日

第 １ 部　乗暗算 第 １ 部　除暗算 第 １ 部　見取暗算 参考記録



順位 氏名 所属 得点 順位 氏名 所属 得点 順位 氏名 所属 得点

1 尾崎 優希 伊藤 100 1 浅井  薫 岡田 100 1 浅井  薫 岡田 49 尾崎 優希 248

2 小椋 煌太 伊藤 100 2 藤野 晏朱 壱田 100 2 西能 璃世 金本 49 西能 璃世 246

3 松岡 杏佳 壱田 99 3 西能 璃世 金本 100 3 山口 紗愛 馬場 48 浅井  薫 246

4 藤江 里奈 金本 99 4 冨永 七海 壱田 100 4 尾崎 優希 伊藤 48 小椋 煌太 246

4 津田 晴香 大平 99 4 毛利 拓真 菊岡 100 5 酒向 柚希 金本 47 津田 晴香 244

4 冨永 七海 壱田 99 4 尾崎 優希 伊藤 100 5 小出 莉空 益田 47 松岡 杏佳 244

7 藤野 晏朱 壱田 98 7 津田 晴香 大平 99 5 小椋 煌太 伊藤 47 毛利 拓真 241

8 西能 璃世 金本 97 7 山川 翔太郎 金本 99 8 津田 晴香 大平 46 冨永 七海 241

8 浅井  薫 岡田 97 7 飯沼 紗希 岡田 99 8 毛利 拓真 菊岡 46 小出 莉空 241

10 飯沼 紗希 岡田 96 7 乾 翔太朗 壱田 99 8 乾 翔太朗 壱田 46 乾 翔太朗 240

11 毛利 拓真 菊岡 95 7 宮川 周大 壱田 99 8 松岡 杏佳 壱田 46 藤野 晏朱 239

11 乾 翔太朗 壱田 95 7 松岡 杏佳 壱田 99 12 江戸 さくら 金本 44 酒向 柚希 237

11 山口 紗愛 馬場 95 7 村上 寛季 広原 99 13 山内 結太 荒堀 43 山口 紗愛 237

11 小出 莉空 益田 95 7 小出 莉空 益田 99 14 冨永 七海 壱田 42 江戸 さくら 236

15 江戸 さくら 金本 94 7 小椋 煌太 伊藤 99 15 林　蓮 金本 41 藤江 里奈 236

15 酒向 柚希 金本 94 16 江戸 さくら 金本 98 15 藤野 晏朱 壱田 41 飯沼 紗希 235

17 林　蓮 金本 92 17 藤江 里奈 金本 97 17 藤江 里奈 金本 40 林　蓮 227

18 山内 結太 荒堀 91 18 酒向 柚希 金本 96 17 飯沼 紗希 岡田 40 山川 翔太郎 222

19 時岡 優名 福山 89 19 南  那奈 菊岡 95 19 山川 翔太郎 金本 38 宮川 周大 221

20 宮川 周大 壱田 87 19 盛長 優葵 岡田 95 19 山本 咲衣 馬場 38 中村 美七瀬 220

20 中村 美七瀬 東権 87 19 中村 美七瀬 東権 95 19 中村 美七瀬 東権 38 山内 結太 216

22 山川 翔太郎 金本 85 22 林　蓮 金本 94 19 由田 一真 須山 38 村上 寛季 216

22 五十嵐 滉介 田代 85 22 山口 紗愛 馬場 94 23 時岡 優名 福山 37 五十嵐 滉介 214

24 六車 心音 須藤 84 22 五十嵐 滉介 田代 94 23 村上 寛季 広原 37 六車 心音 209

24 盛長 優葵 岡田 84 25 六車 心音 須藤 91 23 鍋島 新汰 西川 37 野田 健真 206

26 住野 あんな 福山 83 25 野田 健真 金本 91 26 野田 健真 金本 36 盛長 優葵 206

26 大澤 櫂吏 菊岡 83 27 山岡  恵 岡﨑 88 26 林  桃愛 東権 36 時岡 優名 202

26 服部  司 遠藤 83 27 武藤 慎治 金本 88 28 宮川 周大 壱田 35 南  那奈 202

29 佐伯 楓菜 福山 82 29 平岡 大知 金本 85 28 佐藤 里咲 柿田 35 山岡  恵 198

29 中村 晃基 菊岡 82 30 林  桃愛 東権 84 28 五十嵐 滉介 田代 35 大澤 櫂吏 196

31 鍋島 新汰 西川 81 31 山内 結太 荒堀 82 31 藏谷 華穂 岡﨑 34 武藤 慎治 196

32 村上 寛季 広原 80 31 中澤  柊 清里 82 31 六車 心音 須藤 34 住野 あんな 195

33 寺井 真愛 河村 79 33 服部  司 遠藤 81 31 住野 あんな 福山 34 山本 咲衣 194

33 野田 健真 金本 79 34 大澤 櫂吏 菊岡 80 31 井上 ゆずか 福山 34 服部  司 194

33 山本 大貴 金本 79 35 藏谷 華穂 岡﨑 79 31 山本 大貴 金本 34 佐伯 楓菜 192

33 水野 里乙 馬場 79 35 二口 稀月 菊岡 79 31 西村 遥大 馬場 34 平岡 大知 191

37 山岡  恵 岡﨑 78 35 西村 遥大 馬場 79 37 寺井 真愛 河村 33 山本 大貴 191

37 武藤 慎治 金本 78 38 住野 あんな 福山 78 37 南  那奈 菊岡 33 西村 遥大 191

37 山本 咲衣 馬場 78 38 佐伯 楓菜 福山 78 37 二口 稀月 菊岡 33 林  桃愛 190

37 西村 遥大 馬場 78 38 山本 大貴 金本 78 37 大澤 櫂吏 菊岡 33 寺井 真愛 189

37 宮井 一魁 東権 78 38 山本 咲衣 馬場 78 37 武地 春星 東権 33 鍋島 新汰 189

37 由田 一真 須山 78 38 芝原 心和 須山 78 42 山岡  恵 岡﨑 32 藏谷 華穂 187

37 黒見 紗良 三井 78 43 寺井 真愛 河村 77 42 佐伯 楓菜 福山 32 島田 葵織 186

44 中島 信晴 梅原 77 43 野田 侑里 馬場 77 42 平岡 大知 金本 32 中澤  柊 185

44 武地 春星 東権 77 43 西谷 美海 馬場 77 42 西谷 美海 馬場 32 由田 一真 184

44 島田 葵織 大宅 77 43 島田 葵織 大宅 77 42 島田 葵織 大宅 32 二口 稀月 183

44 中澤  柊 清里 77 43 丹田  葵 川上 77 47 北野 陸斗 金本 31 小寺 祐史 181

44 山鳥 花音 西川 77 48 時岡 優名 福山 76 47 亀井 琴芭 柿田 31 宮井 一魁 181

49 小寺 祐史 馬場 76 48 中島 信晴 梅原 76 47 丹田  葵 川上 31 水野 里乙 180

50 奥村 悠翔 岡田 75 48 宮井 一魁 東権 76 47 西井 結香 吉崎 31 西谷 美海 180

47 宮本 茉悠鈴 吉崎 31 中島 信晴 180

合計得点　ベスト50

令和4年度　あんざん種目別チャンピオン大会　成績一覧表
主催　：　一般社団法人　大阪珠算協会 令和4年12月18日

第 ３ 部　乗暗算 第 ３ 部　除暗算 第 ３ 部　見取暗算 参考記録



順位 氏名 所属 得点 順位 氏名 所属 得点 順位 氏名 所属 得点

1 清里 100 1 久原  逞 金本 100 1 冨永 乃愛 西川 46 三島 ゆり子 240

2 三島 ゆり子 金本 98 2 冨永 乃愛 西川 100 2 三島 ゆり子 金本 45 久原  逞 239

3 苅田 慶吾 大平 98 3 清里 99 3 下村 一花 壱田 44 苅田 慶吾 236

4 中村 太陽 須藤 97 4 苅田 慶吾 大平 99 4 川野  詩 馬場 44 川野  詩 236

5 久原  逞 金本 96 4 池田  湊 清里 99 5 久原  逞 金本 43 236

5 濱尾 爽花 西川 96 4 林 昂太朗 壱田 99 5 武地 皇星 東権 43 冨永 乃愛 234

7 川野  詩 馬場 94 7 川野  詩 馬場 98 5 中野 佳歩 西川 43 下村 一花 232

8 鈴木 彩未音 須藤 93 7 西村 心結 東権 98 5 名草 さくら 伊藤 43 武地 皇星 227

8 金森 大敏 東権 93 9 三宅 香凛 須藤 97 9 下敷領 葵 東権 41 西村 心結 226

10 下敷領 葵 東権 92 9 三島 ゆり子 金本 97 9 道上 陽斗 東権 41 池田  湊 226

10 池田  湊 清里 92 9 下村 一花 壱田 97 11 中村 太陽 須藤 40 下敷領 葵 225

12 下村 一花 壱田 91 9 盆子原 諒 田代 97 11 立川 紗彩 金本 40 濱尾 爽花 224

12 武地 皇星 東権 91 13 森本 汐里 岡田 96 11 金森 大敏 東権 40 金森 大敏 223

12 西村 心結 東権 91 13 田中 綾音 岡田 96 14 苅田 慶吾 大平 39 森本 汐里 221

15 立川 紗彩 金本 89 13 陣内 孝彦 吉崎 96 14 森本 汐里 岡田 39 鈴木 彩未音 220

15 田中 綾音 岡田 89 16 宮川 夏帆 壱田 95 14 北野 結莉 広原 39 中村 太陽 220

15 盆子原 諒 田代 89 16 濱尾 爽花 西川 95 17 鈴木 彩未音 須藤 38 田中 綾音 220

18 冨永 乃愛 西川 88 18 武地 皇星 東権 93 17 高橋 真央 金本 38 盆子原 諒 220

19 森本 汐里 岡田 86 18 名草 さくら 伊藤 93 19 西村 心結 東権 37 立川 紗彩 219

19 野田  陸 西川 86 20 下敷領 葵 東権 92 19 清里 37 中野 佳歩 218

21 北野 結莉 広原 84 21 中野 佳歩 西川 91 21 吉岡 愛彩 遠藤 36 名草 さくら 218

21 中野 佳歩 西川 84 22 立川 紗彩 金本 90 22 田中 綾音 岡田 35 道上 陽斗 210

23 三井 優賢 金本 83 22 金森 大敏 東権 90 22 源正 晴翔 馬場 35 北野 結莉 208

23 道上 陽斗 東権 83 24 鈴木 彩未音 須藤 89 22 池田  湊 清里 35 三宅 香凛 206

25 荒木 楽邦鷹 清里 82 25 大槻 侑璃 東権 88 25 立花 果歩 野上 34 宮川 夏帆 203

25 名草 さくら 伊藤 82 26 道上 陽斗 東権 86 25 安藤 美遥 金本 34 陣内 孝彦 203

27 高橋 真央 金本 81 27 安藤 美遥 金本 85 25 大槻 侑璃 東権 34 高橋 真央 201

27 白澤 七海 馬場 81 27 北野 結莉 広原 85 25 太田 結翔 柿田 34 林 昂太朗 201

29 宮川 夏帆 壱田 80 27 野田  陸 西川 85 25 池田 七彩 柿田 34 野田  陸 201

30 山本 藍子 遠藤 79 30 中村 太陽 須藤 83 25 盆子原 諒 田代 34 安藤 美遥 197

31 安藤 美遥 金本 78 30 三井 優賢 金本 83 25 荒木 楽邦鷹 清里 34 大槻 侑璃 197

31 林 昂太朗 壱田 78 32 大川 和真 菊岡 82 32 大川 和真 菊岡 33 三井 優賢 196

33 立花 果歩 野上 77 32 高橋 真央 金本 82 32 濱尾 爽花 西川 33 荒木 楽邦鷹 189

33 三宅 香凛 須藤 77 34 脇野 奈緒 金本 79 34 松田 光生 野上 32 山本 藍子 188

33 山田 凌也 東権 77 34 山本 藍子 遠藤 79 34 三宅 香凛 須藤 32 白澤 七海 187

36 大槻 侑璃 東権 75 36 荒平 隆翔 金本 78 34 澤井 龍人 広原 32 立花 果歩 186

36 陣内 孝彦 吉崎 75 37 立花 果歩 野上 75 34 白井 尚生 大宅 32 大川 和真 186

38 吉岡 愛彩 遠藤 74 37 白澤 七海 馬場 75 34 陣内 孝彦 吉崎 32 脇野 奈緒 181

39 平尾 芙絵 東権 73 37 鷲山 愛沙 東権 75 39 小林 璃愛 福山 31 荒平 隆翔 180

40 茨木 宏太 河村 72 40 山田 凌也 東権 73 39 荒平 隆翔 金本 31 吉岡 愛彩 179

40 小林 璃愛 福山 72 40 荒木 楽邦鷹 清里 73 39 脇野 奈緒 金本 31

40 鷲山 愛沙 東権 72 40 野田 理央 西川 73 39 白澤 七海 馬場 31

40 白井 尚生 大宅 72 39 鷲山 愛沙 東権 31
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順位 氏名 所属 得点 順位 氏名 所属 得点 順位 氏名 所属 得点

1 森島 理登 清里 100 1 中島 仁大 西川 100 1 中田 真優 西川 50 中島 仁大 250

2 東田  楓 清里 100 2 東田  楓 清里 100 2 大野 舜裕 東権 50 森島 理登 249

3 倉橋 桃香 西川 100 3 中田 真優 西川 100 3 中島 仁大 西川 50 澤本 陸空 249

4 府後 咲葵 馬場 100 4 中村 安良 三井 100 4 澤本 陸空 遠藤 50 岡本 薙 248

4 岡本 薙 遠藤 100 4 洲鎌  俊 東権 100 5 下村 咲菜 野上 49 府後 咲葵 247

4 中島 仁大 西川 100 4 澤本 陸空 遠藤 100 5 清水 愛菜 福山 49 中村  悠 247

4 島田 梨花 清里 100 4 垣見 勇我 金本 100 5 森島 理登 清里 49 小田 隼士 246

8 清水 愛菜 福山 99 4 森島 理登 清里 100 5 谷口 万季 清里 49 清水 愛菜 246

8 阪本  奏太 東権 99 4 中村 匠吾 三井 100 5 中村  悠 清里 49 倉橋 桃香 246

8 中村  悠 清里 99 4 中西 凌雅 福山 100 5 岡本 薙 遠藤 49 中田 真優 245

8 澤本 陸空 遠藤 99 4 長谷川 礼 菊岡 100 5 西田 百希 益田 49 仁科 友花 244

8 中村 匠吾 三井 99 4 小坂 龍輝 東権 100 12 小田 隼士 野上 48 中村 安良 244

8 中村 安良 三井 99 4 朱  瀚林 遠藤 100 12 仁科 友花 野上 48 伊藤 菜々美 243

14 堀井 麻季 岡﨑 98 4 小田 隼士 野上 100 12 中西 凌雅 福山 48 洲鎌  俊 243

14 小田 隼士 野上 98 15 濵砂 青之介 野上 99 12 府後 咲葵 馬場 48 島田 梨花 243

14 藤山 航 野上 98 15 日浦 かのん 野上 99 12 箱崎 海音 広原 48 中村 匠吾 243

14 伊藤 菜々美 野上 98 15 仁科 友花 野上 99 12 倉橋 桃香 西川 48 中西 凌雅 242

14 十河 幸嶺 金本 98 15 岡室 英奈 金本 99 18 堀井 麻季 岡﨑 47 長谷川 礼 242

14 洲鎌  俊 東権 98 15 加羅 翔大 金本 99 18 伊藤 菜々美 野上 47 三島 良太 242

14 西村 優歩 益田 98 15 東口 善志道 馬場 99 18 藤田 菜々子 金本 47 東田  楓 242

14 林 にのは 西川 98 15 藤本 快翔 馬場 99 18 三島 良太 金本 47 三浦 遙乃 242

22 下村 咲菜 野上 97 15 府後 咲葵 馬場 99 18 杉本  暖 東権 47 下村 咲菜 241

22 仁科 友花 野上 97 15 片桐 優誠 梅原 99 23 安田 莉菜 須藤 46 加羅 翔大 241

22 安田 莉菜 須藤 97 15 濱崎 太雅 東権 99 23 半田 千紘 福山 46 大野 舜裕 241

22 岡室 英奈 金本 97 15 大野 舜裕 東権 99 23 宝蔵 泰知 福山 46 濱崎 太雅 240

22 加羅 翔大 金本 97 15 島田 梨花 清里 99 23 長谷川 礼 菊岡 46 藤山 航 239

22 三島 良太 金本 97 15 三浦 遙乃 清里 99 23 濱崎 太雅 東権 46 東口 善志道 239

22 東口 善志道 馬場 97 15 中村  悠 清里 99 23 三浦 遙乃 清里 46 小坂 龍輝 239

22 三浦 遙乃 清里 97 15 岡本 薙 遠藤 99 29 加羅 翔大 金本 45 安田 莉菜 238

30 濵砂 青之介 野上 96 30 藤山 航 野上 98 29 山下 凜花 馬場 45 岡室 英奈 237

30 長谷川 礼 菊岡 96 30 伊藤 菜々美 野上 98 29 小坂 龍輝 東権 45 山下 凜花 237

30 金  善湖 東権 96 30 清水 愛菜 福山 98 29 洲鎌  俊 東権 45 江崎 旬 237

30 杉本  暖 東権 96 30 十河 幸嶺 金本 98 29 阪本  奏太 東権 45 濵砂 青之介 236

30 江崎 旬 田代 96 30 三島 良太 金本 98 29 佐藤 陽葵 遠藤 45 十河 幸嶺 235

35 荻野 桜佳 金本 95 30 椋本 聡真 馬場 98 29 今村 心咲 益田 45 西田 百希 234

35 和田 彩希 金本 95 30 藤本 頼之 田代 98 29 山本 義晴 西川 45 林 にのは 234

35 山下 凜花 馬場 95 30 東本 一華 清里 98 29 中村 安良 三井 45 日浦 かのん 233

35 濱崎 太雅 東権 95 30 永野 紘伊 清里 98 38 洲﨑 逞真 河村 44 阪本  奏太 233

35 西田 百希 益田 95 30 林 にのは 西川 98 38 寺園 光希 金本 44 荻野 桜佳 232

35 中田 真優 西川 95 30 倉橋 桃香 西川 98 38 垣見 勇我 金本 44 小川 陽生 232

41 中西 凌雅 福山 94 30 小林 彦稀 三井 98 38 和田 彩希 金本 44 藤本 快翔 229

41 重吉 来葵 広原 94 42 荻野 桜佳 金本 97 38 江崎 旬 田代 44 箱崎 海音 229

41 小坂 龍輝 東権 94 42 山下 凜花 馬場 97 38 島田 梨花 清里 44 重吉 来葵 229

41 佐藤 陽葵 遠藤 94 42 江崎 旬 田代 97 38 中村 匠吾 三井 44 金  善湖 229

41 小川 陽生 三井 94 42 谷口 万季 清里 97 45 藤山 航 野上 43 谷口 万季 229

46 日浦 かのん 野上 93 42 小川 陽生 三井 97 45 奥村 愛祈 野上 43 金  紗羅 228

47 大野 舜裕 東権 92 47 重吉 来葵 広原 96 45 荻山 紅葉 須藤 43 堀井 麻季 227

47 金  紗羅 清里 92 47 山﨑 陽葵 清里 96 45 東口 善志道 馬場 43 和田 彩希 227

49 半田 千紘 福山 91 49 下村 咲菜 野上 95 45 花田 紗彩 清里 43 佐藤 陽葵 227

49 沖田 紗菜 金本 91 49 安田 莉菜 須藤 95 45 金  紗羅 清里 43 西村 優歩 226

49 藤本 快翔 馬場 91 49 金  善湖 東権 95 45 田口 紅羽 吉崎 43

49 劉  梨紗 清里 91 45 飯澤 美桜 吉崎 43
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