
第１回　栃木大会　２０００．８．２６～２７

栃木県体育館・宇都宮市体育館・宇都宮市清原体育館・栃木県トレーニングセンター

　  優　    勝    準 　優   勝

男 玉井　皓也 佐々木啓 斉藤　章太 川下　剛士 三橋　将希 小嶋　謙一 逢澤　宏亮 松川　直弘

子 ６年/福岡県 ６年/宮城県 ６年/北海道 ６年/広島県 神奈川県 岐阜県 岡山県 福井県

５・６年 女 樽野　　恵 奥　　幸那 北吉　穂香 藤澤　香織 大場　　素 小川　貴代 佐々木理恵 大阪　あや

子 ６年/福岡県 ６年/岐阜県 ６年/京都府 ６年/香川県 宮城県 富山県 北海道 徳島県

男 原田　和憲 宮本　樹希 和田　　周 円城寺尚人 徳田　　允 木戸　道治 柿埼　　渉 鍋田　　駿

子 ４年/福岡県 ４年/熊本県 ４年/埼玉県 ４年/佐賀県 石川県 宮城県 北海道 富山県

３・４年 女 高橋　礼華 石川　ゆい 橋本　由衣 土谷　美帆 猪股　　祥 東野　良美 野口世莉菜 松友美佐紀

子 ４年/奈良県 ４年/福岡県 ４年/岩手県 ４年/福井県 宮城県 大阪府 愛知県 徳島県

男 和田　治久 大橋擁太郎 勝俣　政季 上野　浩平 住友　　聡 島田　大輝 丹波　優介 山口　凌司

子 ２年/埼玉県 ２年/岐阜県 ２年/静岡県 ２年/栃木県 北海道 秋田県 群馬県 福岡県

１・２年 女 大條祐佳希 高橋沙也加 砂川侑里美 漆崎　真子 和島　恵愛 中井川夏美 清水　麻穂 伊藤　友香

子 ２年/愛媛県 ２年/奈良県 ２年/沖縄県 ２年/兵庫県 岩手県 東京都 三重県 新潟県

第２回　埼玉大会　２００１．８．２５～２６

久喜市総合体育館・久喜市勤労者体育館・アスカル幸手

　  優　   勝    準 　優   勝

男 三橋　将希 武下　利一 三好　耕二 田児　賢一 宇田　淳一 和田　力也 中山健太郎 岩見　隆広

子 ６年/神奈川県 ６年/佐賀県 ６年/香川県 ６年/埼玉県 ６年/大阪府 ６年/福岡県 ６年/兵庫県 ６年/広島県

５・６年 女 野尻野匡世 栗原　文音 垣岩　令佳 西山夕美子 升巴七都希 村上　　彩 土井　杏奈 笹間なつき

子 ６年/愛知県 ６年/福岡県 ６年/滋賀県 ６年/東京都 ６年/大分県 ６年/石川県 ６年/大阪府 ６年/千葉県

男 高地　修史 井上　拓哉 尾野　拓郎 星野　翔平 平野　裕隆 佐久間浩平 伊藤　朋大 高岡　透平

子 ４年/岡山県 ４年/熊本県 ４年/北海道 ４年/富山県 ４年/香川県 ４年/北海道 ４年/新潟県 ４年/東京都

３・４年 女 松友美佐紀 三谷美菜津 亀田　　楓 小松　千洋 平井　亜紀 上村　麻衣 大崎　　華 浦谷　夏未

子 ４年/徳島県 ４年/石川県 ４年/神奈川県 ４年/宮城県 ４年/香川県 ４年/沖縄県 ４年/北海道 ３年/滋賀県

男 佐々木崇 松尾　龍斗 新垣　秀治 近藤　拓未 小玉　泰之 豊島　大地 沢田　　悟 谷村　高宏

子 ２年/大阪府 ２年/北海道 ２年/沖縄県 ２年/新潟県 ２年/群馬県 ２年/鹿児島県 ２年/兵庫県 ２年/広島県

１・２年 女 遠藤麻奈美 倉本　実歩 高瀬　秀穂 川崎実奈子 山家ゆりか 西澤　美冴 桂巻久美乃 斉藤えりか

子 ２年/兵庫県 ２年/愛媛県 ２年/千葉県 ２年/奈良県 ２年/北海道 ２年/北海道 ２年/静岡県 ２年/神奈川県

第３回　香川大会　２００２．８．２３～２５

高松市総合体育館・香川町総合体育館

　  優　    勝    準 　優   勝

男 和田　　周 木場　勇介 宇野　賢人 三浦　健豊 佐藤　　黎 千京　尚将 宮本　樹希 円城寺尚人

子 ６年/埼玉県 ６年/香川県 ６年/滋賀県 ６年/石川県 ６年/宮城県 ６年/福井県 ６年/熊本県 ６年/佐賀県

５・６年 女 高橋　礼華 石川　ゆい 土谷　美帆 柏原　未久 松原　怜美 松友美佐紀 原　　香織 坂井　莉野

子 ６年/奈良県 ６年/福岡県 ６年/福井県 ６年/埼玉県 ６年/北北海道 ５年/徳島県 ６年/東京都 ６年/南北海道

男 堀内　研人 藤田　康史 山口　凌司 竹内　宏気 新垣　秀治 西条　賢也 大角　哲也 竹田　大介

子 ４年/埼玉県 ４年/愛知県 ４年/福岡県 ４年/大阪府 ３年/沖縄県 ４年/北北海道 ４年/愛媛県 ４年/石川県

３・４年 女 浦谷　夏未 田中　志穂 高橋沙也加 河村　美咲 下農　麻結 伊藤　友香 和島　恵愛 玄行　由未

子 ４年/滋賀県 ４年/熊本県 ４年/奈良県 ４年/山口県 ４年/大阪府 ４年/新潟県 ４年/宮城県 ４年/島根県

男 井上　拓斗 金子　祐樹 斉藤　大輝 伊澤　侑馬 松居圭一郎 三津川剛史 木村大二朗 細田　慎二

子 ２年/佐賀県 ２年/埼玉県 ２年/南北海道 ２年/南北海道 ２年/石川県 ２年/滋賀県 １年/香川県 ２年/島根県

１・２年 女 柏原　奈弥 今林　里沙 名田　千晶 上野　亜実 谷口　静香 岡　　佳恵 西村　　結 柳　　郁美

子 ２年/埼玉県 ２年/鹿児島県 ２年/大阪府 ２年/岐阜県 ２年/富山県 ２年/香川県 ２年/南北海道 ２年/千葉県

第4回　石川大会　２００３．８．２２～２４

美川町総合スポーツセンター・美川町民体育館・湊リフレッシュセンター

　  優　    勝    準 　優   勝

男 星野　翔平 尾野　拓郎 東野　圭悟 大滝　直人 大島　智彦 藤巻　嵩寛 飯島　冬嬉 堀内　研人

子 ６年/富山県 ６年/南北海道 ６年/大阪府 ６年/大阪府 ６年/栃木県 ６年/長野県 ６年/茨城県 ５年/埼玉県

５・６年 女 松友美佐紀 神原　靖奈 三谷美菜津 森山　晴捺 浦谷　夏未 野原　麻未 谷口　有沙 亀田　　楓

子 ６年/徳島県 ６年/徳島県 ６年/石川県 ６年/鹿児島県 ５年/滋賀県 ６年/岐阜県 ６年/栃木県 ６年/神奈川県

男 佐々木　崇 金子　祐樹 島田　　航 現王園琢磨 沢田　　悟 豊島　大地 近藤　拓未 渡部　克栄

子 ４年/大阪府 ３年/埼玉県 ４年/南北海道 ４年/千葉県 ４年/兵庫県 ４年/鹿児島県 ４年/新潟県 ４年/愛媛県

３・４年 女 遠藤麻奈美 木村　百花 川崎実奈子 石橋みどり 高瀬　秀穂 水野　愛実 長野　愛菜 柏原　奈弥

子 ４年/兵庫県 ４年/石川県 ４年/奈良県 ４年/東京都 ４年/千葉県 ４年/岐阜県 ４年/鹿児島県 ３年/埼玉県

男 山村　裕樹 木村大二朗 西川裕次郎 成富　勇太 五十嵐　優 清水　智彦 和田　征大 玉手　勝輝

子 ２年/富山県 ２年/香川県 ２年/滋賀県 ２年/福岡県 ２年/山形県 ２年/京都府 ２年/埼玉県 １年/宮城県

１・２年 女 桜本　絢子 星　　千智 芹澤妃那子 石田　光枝 武田　紗貴 望月　菜生 吉森　朱里 寺田　桃香

子 ２年/福岡県 ２年/石川県 ２年/静岡県 ２年/千葉県 ２年/東京都 ２年/兵庫県 ２年/石川県 ２年/広島県
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第５回　岐阜大会　２００４．８．２０～２２

岐阜メモリアルセンター　　で愛ドーム・ふれ愛ドーム

　  優　    勝    準 　優   勝

男 竹内　宏気 山口　容正 和田　治久 堀内　研人 美波　直岐 藤田　康史 中村　亮太 植田　真生

子 ６年/大阪府 ６年/富山県 ６年/埼玉県 ６年/埼玉県 ６年/奈良県 ６年/愛知県 ６年/滋賀県 ６年/広島県

５・６年 女 高橋沙也加 田中　志穂 脇野　利奈 末松　美聡 河村　美咲 中井川夏美 伊藤　友香 坂口　智郁

子 ６年/奈良県 ６年/熊本県 ６年/鹿児島県 ６年/南北海道 ６年/山口県 ６年/東京都 ６年/新潟県 ６年/大阪府

男 金子　祐樹 三津川剛史 松居圭一郎 井上　拓斗 福田　卓郎 桃田　賢斗 木村大二朗 三浦　光将

子 ４年/埼玉県 ４年/滋賀県 ４年/石川県 ４年/佐賀県 ４年/岡山県 ４年/香川県 ３年/香川県 ４年/青森県

３・４年 女 名田　千晶 柏原　奈弥 奥原　希望 長谷川由季 柳　　郁美 上野　亜実 板垣　春花 布村　汐里

子 ４年/大阪府 ４年/埼玉県 ４年/長野県 ４年/石川県 ４年/千葉県 ４年/岐阜県 ４年/新潟県 ４年/富山県

男 古賀　　穂 米田　耕司 玉手　勝輝 疋田　聖也 常山　幹太 松尾　一輝 上村　浩平 下農　　走

子 ２年/福岡県 ２年/千葉県 ２年/宮城県 ２年/奈良県 ２年/滋賀県 ２年/長崎県 ２年/沖縄県 ２年/大阪府

１・２年 女 山口　　茜 上原　和子 園田絵里奈 堂山　美羽 勝俣莉里香 川島　里羅 朝岡　依純 大野　沙耶

子 １年/福井県 １年/沖縄県 ２年/鹿児島県 ２年/福岡県 ２年/静岡県 ２年/埼玉県 ２年/熊本県 ２年/新潟県

第６回　北海道大会　２００５．８．１９～２１

北海道立総合体育センター　（きたえーる）

　  優　    勝    準 　優   勝

男 大森　悠馬 竹村　祐貴 豊島　大地 古賀　　輝 中山　祐希 金子　祐樹 近藤　拓未 神田　　遼

子 ６年/東京都 ６年/岡山県 ６年/鹿児島県 ６年/福岡県 ６年/埼玉県 ５年/埼玉県 ６年/新潟県 ６年/石川県

５・６年 女 伊藤　里菜 高瀬　秀穂 村瀬　真祐 三木江里子 柏原　奈弥 浜野　夏実 森山ゆいか 木村　百花

子 ６年/北北海道 ６年/千葉県 ６年/福井県 ６年/埼玉県 ５年/埼玉県 ６年/秋田県 ６年/愛知県 ６年/石川県

男 西川裕次郎 笠谷　修吾 森田　慎司 保木　卓朗 玉手　勝輝 中里　裕貴 山村　祐樹 五十嵐　優

子 ４年/滋賀県 ４年/南北海道 ４年/鳥取県 ４年/山口県 ３年/宮城県 ４年/栃木県 ４年/富山県 ４年/山形県

３・４年 女 櫻本　絢子 小川　由香 石川　光枝 鳴海愛結果 大堀　　彩 重山　智佳 田場　愛佳 星　　千尋

子 ４年/福岡県 ４年/愛知県 ４年/千葉県 ４年/宮城県 ３年/福島県 ４年/新潟県 ４年/沖縄県 ４年/石川県

男 三橋　健也 光島　理貴 梅本　隆誠 森園　周冬 小川　桂汰 小倉　由嵩 上原　尚仁 藤田　将徳

子 ２年/群馬県 ２年/北北海道 ２年/奈良県 ２年/宮崎県 ２年/静岡県 ２年/東京都 ２年/沖縄県 ２年/福岡県

１・２年 女 山口　　茜 上原　和子 石橋麻美子 引地由希奈 吉川　正純 大野　弥子 中谷　奈緒 多田　愛利

子 ２年/福井県 ２年/沖縄県 ２年/千葉県 ２年/鹿児島県 ２年/神奈川県 ２年/北北海道 ２年/大阪府 ２年/山形県

第7回　千葉大会　２００６．８．１８～２０

千葉ポートアリーナ・千葉県総合スポーツセンター体育館

　  優　    勝    準 　優   勝

男 井上　拓斗 高田　　晃 具志堅興祐 西村　拳太 保木　卓朗 海谷　慎吾 三浦　光將 福田　卓郎

子 ６年/佐賀県 　６年/群馬県 　６年/沖縄県 ６年/三重県 ５年/山口県 　６年/南北海道 　６年/青森県 　６年/岡山県

５・６年 女 小見山　彩 奥原　希望 牧野　怜奈 鳥居　彩乃 柳　　郁美 原田なつみ 柏原　奈弥 今林　里沙

子 ６年/岡山県 ６年/長野県 ６年/北北海道 ６年/千葉県 ５年/千葉県 ６年/千葉県 ６年/埼玉県 ６年/鹿児島県

男 玉手　勝輝 古賀　　穂 常山　幹太 下農　　走 田崎　真吾 常塚　　光 大西　翔太 中原　拓也

子 ４年/宮城県 ４年/福岡県 ４年/滋賀県 ４年/大阪府 ４年/栃木県 ４年/京都府 ４年/愛媛県 ４年/鳥取県

３・４年 女 高瀬妃奈子 山口　　茜 川島　里羅 園田絵里奈 大堀　　彩 仲井由希乃 鈴木いよ乃 濱北　もも

子 ４年/栃木県 ３年/福井県 ４年/埼玉県 ４年/鹿児島県 ４年/福島県 ４年/東京都 ４年/宮城県 ４年/大阪府

男 仁平　澄也 山下　恭平 石坂　真洸 小野寺雅之 井上　博貴　 小野寺泰雅 友金利玖斗 川原　聡磨

子 ２年/福島県 ２年/岡山県 ２年/富山県 ２年/東京都 ２年/群馬県 ２年/北北海道 １年/兵庫県 ２年/佐賀県

１・２年 女 谷水亜里紗 喜岡　奈美 和田　毬代 川島　美南 仁平　菜月 松山　奈未 青山　栞子 二村ひとみ

子 ２年/三重県 ２年/香川県 ２年/奈良県 ２年/埼玉県 ２年/茨城県 ２年/福岡県 ２年/岡山県 ２年/神奈川県

第8回　熊本大会　２００７．８．１７～１９

八代市総合体育館・八代市立第二中学校

　  優　    勝    準 　優   勝

男 松本 康平 木村 大二朗 稲光 勇太 中里 裕貴 玉手 勝輝 保木 卓朗 山角 太佑 西川 裕次郎

子 ６年/大阪府 ６年/香川県 ６年/茨城県 ６年/栃木県 ５年/宮城県 ６年/山口県 ６年/和歌山県 ６年/滋賀県

５・６年 女 櫻本 絢子 松岡 英美 赤沢 夏希 飯島 真依 中村 恭子 小川 由香 重山 智佳 塚本 あゆみ

子 ６年/福岡県 ６年/福岡県 ６年/岡山県 ６年/千葉県 ６年/三重県 ６年/愛知県 ６年/新潟県 ６年/南北海道

男 中村 友哉 小林 大吾 小川 桂汰 森園 周冬 藤田 将徳 三橋 健也 西野 勝志 広瀬 有規

子 ４年/石川県 ４年/宮城県 ４年/静岡県 ４年/宮崎県 ４年/福岡県 ４年/群馬県 ４年/愛媛県 ４年/福井県

３・４年 女 山口 茜 川上 紗恵奈 志田 千陽 三上 夏世 安田 美空 吉浦 鈴夏 高園 杏莉沙 山本 海帆

子 ４年/福井県 ４年/京都府 ４年/秋田県 ４年/南北海道 ４年/大阪府 ４年/石川県 ４年/佐賀県 ４年/島根県

男 小本 大佑 渡邊 きらり 矢島 浩司 友金 利玖斗 高上 麟龍 森田 新太郎 後藤 海斗 川端 直人

子 ２年/熊本県 ２年/南北海道 ２年/岐阜県 ２年/兵庫県 ２年/福島県 ２年/宮崎県 ２年/宮城県 ２年/埼玉県

１・２年 女 岩永 鈴 鈴木 ゆうき 平野 紗妃 川村 芽生奈 布川 夢香 高橋 明日香 平山 萌 黒岩 はるな

子 ２年/山口県 ２年/宮城県 ２年/香川県 ２年/群馬県 ２年/北北海道 ２年/栃木県 ２年/千葉県 ２年/佐賀県

C

A

B

B

C

A

B

C

A

B

C

A

第　三　位 第　五　位

第　三　位 第　五　位

第　三　位

第　五　位

第　五　位

第　三　位



第9回　熊本大会　２００８．８．１５～１７

八代市総合体育館・八代市東陽スポーツセンター

　  優　    勝    準 　優   勝

男 玉手 勝輝 古賀　　穂 下農　　走 山下　　京 小林 大吾 柏原 剛毅 中永 大輝 小川 桂汰

子 ６年／宮城県 ６年／福岡県 ６年／大阪府 ６年／宮崎県 ５年／宮城県 ６年／南北海道 ６年／岡山県 ５年／静岡県

５・６年 女 山口 茜 仲井 由希乃 高瀬 妃奈子 大堀 彩 濱北 もも 森 隆子 木場 叶華 荒木 茜羽

子 ５年／福井県 ６年／東京都 ６年／栃木県 ６年／福島県 ６年／大阪府 ６年／徳島県 ６年／香川県 ６年／埼玉県

男 山下 恭平 山澤 直貴 佐藤 雄輝 渡辺 航貴 川原 聡麿 森永 雅弘 久場 圭祐 山元 拓摩

子 ４年／岡山県 ４年／大阪府 ４年／宮城県 ４年／埼玉県 ４年／佐賀県 ４年／山口県 ４年／福岡県 ４年／鹿児島県

３・４年 女 谷水 亜里紗 小原 凜々子 仁平 菜月 和田 毬代 吾妻 咲弥 喜岡 奈美 古賀 菜々子 上杉 夏美

子 ４年／三重県 ４年／宮城県 ４年／茨城県 ４年／奈良県 ４年／埼玉県 ４年／香川県 ４年／佐賀県 ４年／広島県

男 石橋 陸 川原 怜也 寺島 颯大 江藤 佑太 河路 真巳 渡辺 一輝 伏見 和真 髙木 凱登

子 ２年／福岡県 ２年／佐賀県 ２年／宮城県 ２年／熊本県 ２年／東京都 ２年／栃木県 ２年／香川県 ２年／熊本県

１・２年 女 上杉 杏 齋藤 夏 渡邉 ひらり 吉川 真白 西村 彩花 明地 七海 石田 有彩 吉田 瑠実

子 ２年／広島県 ２年／埼玉県 ２年／岩手県 ２年／香川県 ２年／熊本県 ２年／大阪府 ２年／新潟県 ２年／栃木県

第10回　熊本大会　２００９．８．１４～１６

八代市総合体育館・八代市東陽スポーツセンター

　  優　    勝    準 　優   勝

男 三橋 健也 小倉 由嵩 小川 桂汰 藤田 将徳 広瀬 有規 中村 友哉 緒方 友哉 小林 大吾

子 ６年／群馬県 ６年／東京都 ６年／静岡県 ６年／福岡県 ６年／福井県 ６年／石川県 ６年／宮崎県 ６年／宮城県

５・６年 女 山口 茜 川上 紗恵奈 安田 美空 志田 千陽 谷澤 安衣 井部 恵理香 高橋 英里 三上 香菜

子 ６年／福井県 ６年／京都府 ６年／大阪府 ６年／秋田県 ６年／神奈川県 ６年／東京都 ６年／宮城県 ６年／山形県

男 小本 大佑 後藤 海斗 高上 麟龍 吉田 昇永 森田 新太郎 友金 利玖斗 齊藤 巧 鈴木 雄治

子 ４年／熊本県 ４年／宮城県 ４年／福島県 ４年／千葉県 ４年／宮崎県 ４年／兵庫県 ４年／富山県 ４年／栃木県

３・４年 女 高橋 明日香 永井 瀬雰 古川 恵 川村 芽生奈 平野 紗妃 黒岩 はるな 犬飼 萌々香 岡村　あみ

子 ４年／栃木県 ４年／新潟県 ４年／兵庫県 ４年／群馬県 ４年／香川県 ４年／佐賀県 ４年／岐阜県 ４年／愛知県

男 奈良岡 功大 河村 翼 久慈 友也 山下 潤也 川本 拓真 田澤 秀磨 塩澤 慶郁 鎌田 雄太

子 ２年／青森県 ２年／大阪府 ２年／岩手県 ２年／埼玉県 ２年／広島県 ２年／茨城県 ２年／千葉県 ２年／愛媛県

１・２年 女 十亀 加奈江 藤本 未侑 宮﨑 淳美 内山 智尋 田中 果帆 吉浦 愛花 織田 遥 赤坂 玲奈

子 ２年／愛媛県 ２年／大阪府 ２年／東京都 ２年／福岡県 ２年／佐賀県 ２年／石川県 ２年／福井県 ２年／青森県

第11回　熊本大会　２０１０．８．１３～１５

八代市総合体育館・八代市東陽スポーツセンター

　  優　    勝    準 　優   勝

男 山澤　直貴 久場　圭祐 大平　洸輝 渡邉　航貴 山元 拓摩 川原 聡麿 佐藤 雄輝 渋谷　光希

子 ６年／大阪府 ６年／福岡県 ６年／東京都 ６年／埼玉県 ６年／鹿児島県 ６年／佐賀県 ６年／宮城県 ６年／山形県

５・６年 女 川島　美南 二村　ひとみ 岡部　天 青山　栞 海老原　詩織 仁平 菜月 大家　夏稀 和田 毬代

子 ６年／埼玉県 ６年／神奈川県 ６年／千葉県 ６年／岡山県 ６年／栃木県 ６年／茨城県 ６年／石川県 ６年／奈良県

男 奈良岡 功大 蝦夷森　駿 緑川　大輝 中山　裕貴 伏見　和真 西原　弘崇 寺島　颯大 永井　蛍

子 ３年／青森県 ４年／北北海道 ４年／埼玉県 ４年／三重県 ４年／香川県 ４年／鳥取県 ４年／宮城県 ４年／愛媛県

３・４年 女 明地 七海 水井　ひらり 小西　春七 上杉 杏 吉田 瑠実 西村 彩花 斉藤　さくら 高橋　未羽

子 ４年／大阪府 ４年／奈良県 ４年／香川県 ４年／広島県 ４年／栃木県 ４年／熊本県 ４年／愛媛県 ４年／埼玉県

男 内野　陽太 山崎　諒羽 八岩　慎之介 目崎　駿太郎 吉村　太成 宇治　夢登 池田　亘輝 毛利　隼人

子 ２年／埼玉県 ２年／千葉県 ２年／福岡県 ２年／新潟県 ２年／熊本県 ２年／大阪府 ２年／岡山県 ２年／南北海道

１・２年 女 郡司　莉子 横内　美海 森山　紗帆 安東　紗弥 森川　すみれ 井手野　綾花 三好　蒼 奥本　真愛

子 ２年／東京都 ２年／埼玉県 ２年／熊本県 ２年／北北海道 ２年／秋田県 ２年／鳥取県 ２年／静岡県 ２年／広島県

第12回　熊本大会　２０１１．８．１２～１４

八代市総合体育館・八代市東陽スポーツセンター

　  優　    勝    準 　優   勝

男 鈴木　雄治 森田　新太郎 小本 大佑 吉田 昇永 山田　尚輝 筑後　恵太 友金 利玖斗 久保田　友之祐

子 ６年／栃木県 ６年／宮崎県 ６年／熊本県 ６年／千葉県 ６年／東京都 ６年／岩手県 ６年／兵庫県 ６年／群馬県

５・６年 女 鈴木　ゆうき 平野 紗妃 水井　ひらり 松岡　真那 高橋 明日香 森本　暁音 森　沙耶 由良　なぎさ

子 ６年／宮城県 ６年／香川県 ５年／三重県 ６年／広島県 ６年／栃木県 ６年／熊本県 ６年／熊本県 ６年／群馬県

男 奈良岡 功大 河村　翼 川本　拓真 久慈　友也 後藤　サン 秦野　陸 平岡　佑太 鎌田　雄太

子 ４年／青森県 ４年／大阪府 ４年／広島県 ４年／岩手県 ４年／埼玉県 ４年／北北海道 ４年／静岡県 ４年／愛媛県

３・４年 女 内山 智尋 郡司　莉子 宮﨑 淳美 福井　美空 木村　百伽 石井　亜海 徳岡　梨々香 藤原　あいか

子 ４年／福岡県 ３年／東京都 ４年／東京都 ４年／埼玉県 ４年／岐阜県 ４年／新潟県 ４年／大阪府 ４年／愛媛県

男 佐藤　椎名 後藤　拓人 吉田　翼 崎野　翔太 井手口　峻 大垣　空也 平野　莉久 石田　悠斗

子 ２年／青森県 ２年／宮城県 ２年／南北海道 １年／北北海道 ２年／広島県 １年／栃木県 ２年／香川県 ２年／石川県

１・２年 女 杉山　薫 梅田　莉々子 長嶋　穂希 小野　涼奈 藤田　星来 森本　歩那 川床　美都希 大澤　陽奈

子 ２年／茨城県 ２年／愛知県 ２年／千葉県 ２年／群馬県 ２年／富山県 ２年／北北海道 ２年／福岡県 ２年／東京都
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C
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B

C
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A
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B



第1３回　熊本大会　２０１２．８．１０～１２

八代市総合体育館・八代市東陽スポーツセンター

　  優　    勝    準 　優   勝

男 奈良岡 功大 緑川　大輝 蝦夷森　駿 寺島　颯大 川原　怜也 加藤　太基 長谷川　剛之 楠　航介

子 ５年／青森県 ６年／埼玉県 ６年／北北海道 ６年／宮城県 ６年／佐賀県 ６年／南北海道 ６年／岩手県 ６年／愛媛県

５・６年 女 小西　春七 水井　ひらり 西村 彩花 吉川　真白 和島　百耀 内山 智尋 明地 七海 齊藤　夏

子 ６年／香川県 ６年／奈良県 ６年／熊本県 ６年／香川県 ６年／宮城県 ５年／福岡県 ６年／大阪府 ６年／埼玉県

男 内野　陽太 山﨑　諒羽 柴田　拓実 小野　泰平 河野　拓真 毛利　隼人 宇治　夢登 武田　航太

子 ４年／埼玉県 ４年／千葉県 ４年／東京都 ４年／神奈川県 ４年／広島県 ４年／南北海道 ４年／大阪府 ４年／新潟県

３・４年 女 郡司　莉子 横内　美海 森川　すみれ 山浦　波瑠 長廻　真知 井手野　綾花 栗原　琉夏 小川　咲亜弥

子 ４年／東京都 ４年／山梨県 ４年／秋田県 ４年／宮城県 ４年／島根県 ４年／鳥取県 ４年／千葉県 ４年／岐阜県

男 崎野　翔太 大垣　空也 大田　隼也 平田　璃月 去来川　太智 城戸　郁也 小山内　康晴 中嶋　壱成

子 ２年／北北海道 ２年／栃木県 ２年／富山県 ２年／岡山県 ２年／兵庫県 ２年／熊本県 ２年／南北海道 ２年／滋賀県

１・２年 女 後藤　咲々 明地 陽菜 藤田　美咲 室屋　奏乃 檜山　蒼彩 土田　美幸 木田　恋菜 松本　笑舞

子 ２年／茨城県 ２年／大阪府 ２年／東京都 ２年／福岡県 ２年／栃木県 ２年／熊本県 ２年／福井県 ２年／奈良県

第１４回　熊本大会　２０１３．８．１６～１８

八代市総合体育館・八代市東陽スポーツセンター

　  優　    勝    準 　優   勝

男 奈良岡 功大 武藤　映樹 川本　拓真 河村　翼 若林　由亮 久慈　友也 松田　俊哉 樋口　輝

子 ６年／青森県 ６年／神奈川県 ６年／広島県 ６年／大阪府 ６年／栃木県 ６年／岩手県 ６年／茨城県 ６年／岡山県

５・６年 女 内山 智尋 福井　美空 宮﨑 淳美 染谷　菜々美 石井　亜海 貴田　那菜子 栗原　あかり 十亀　加奈江

子 ６年／福岡県 ６年／埼玉県 ６年／東京都 ６年／茨城県 ６年／新潟県 ６年／京都府 ６年／千葉県 ６年／愛媛県

男 後藤　拓人 吉田　翼 川島　一将 大垣　空也 大西　成 佐藤　椎名 森口　航士朗 宮下　怜

子 ４年／宮城県 ４年／南北海道 ４年／富山県 ３年／栃木県 ４年／三重県 ４年／青森県 ４年／熊本県 ４年／千葉県

３・４年 女 杉山　薫 藤田　星来 永田　萌恵 小野　涼奈 大澤　陽奈 梅田　莉々子 倉島　美咲 後藤　咲々

子 ４年／茨城県 ４年／富山県 ４年／長崎県 ４年／群馬県 ４年／東京都 ４年／愛知県 ４年／埼玉県 ３年／茨城県

男 沖本　優大 田中　陽樹 寺内　遥大 田上　翔和 川本　諒太 阿部　学斗 安田　輝 中山　大成

子 ２年／広島県 ２年／佐賀県 ２年／栃木県 ２年／熊本県 ２年／長崎県 ２年／北北海道 ２年／香川県 ２年／岡山県

１・２年 女 石岡　空来 田口　真彩 遠藤　美羽 山北　奈緒 片桐　涼花 八木　美帆 不破　瑠香 横田　美侑

子 ２年／南北海道 ２年／宮崎県 ２年／栃木県 ２年／埼玉県 ２年／新潟県 ２年／佐賀県 ２年／富山県 ２年／北北海道

第１５回　熊本大会　２０１４．８．１５～１７

八代市総合体育館・八代市東陽スポーツセンター

　  優　    勝    準 　優   勝

男 内野　陽太 稲光　翔太郎 柴田　拓実 山下　啓輔 武田　航太 江口　慶 末永　逸貴 目崎　駿太郎

子 ６年／埼玉県 ６年／茨城県 ６年／東京都 ６年／兵庫県 ６年／新潟県 ６年／佐賀県 ６年／福岡県 ６年／新潟県

５・６年 女 郡司　莉子 森山　紗帆 内田　美羽 横内　美海 萩原　菜結 山浦　波瑠 中静　朱里 森川　すみれ

子 ６年／東京都 ６年／熊本県 ６年／神奈川県 ６年／山梨県 ６年／茨城県 ６年／宮城県 ６年／栃木県 ６年／秋田県

男 崎野　翔太 大垣　空也 櫻井　煌介 平田　璃月 池田　真那斗 西村　陽翔 岩野　滉也 山崎　晃広

子 ４年／北北海道 ４年／栃木県 ４年／栃木県 ４年／岡山県 ４年／香川県 ４年／鳥取県 ４年／愛知県 ４年／福岡県

３・４年 女 伊藤　歩 明地 陽菜 後藤　咲々 中根　明日香 檜山　蒼彩 吉川　天乃 宮平　のぞみ 室屋　奏乃

子 ４年／北北海道 ４年／大阪府 ４年／茨城県 ４年／埼玉県 ４年／栃木県 ４年／岡山県 ４年／沖縄県 ４年／福岡県

男 松川　健大 高木　慎二郎 勝又　翔哉 野村　歩夢 黒島　淳之介 棟居　樟 石丸　大智 山田　琉碧

子 ２年／神奈川県 ２年／岐阜県 ２年／静岡県 ２年／東京都 ２年／宮崎県 ２年／山口県 ２年／愛媛県 ２年／福井県

１・２年 女 樋口　吹羽 砂川　温香 本田　希藍 横内　美音 玉木　亜弥 對馬　杏菜 秋田　まな 原口　樹璃

子 ２年／徳島県 ２年／千葉県 ２年／長崎県 ２年／山梨県 ２年／愛知県 ２年／青森県 ２年／岡山県 ２年／宮崎県

第１６回　熊本大会　２０１５．８．１４～１６

八代市総合体育館・八代市東陽スポーツセンター

　  優　    勝    準 　優   勝

男 武井　凜生 後藤　拓人 石田　悠斗 佐藤　椎名 崎野　翔太 奥　優汰 櫻井　煌介 阿保　龍斗

子 ６年／東京都 ６年／宮城県 ６年／石川県 ６年／青森県 ５年／南北海道 ６年／富山県 ５年／栃木県 ６年／岐阜県

５・６年 女 杉山　薫 大澤　陽奈 小野　涼奈 倉島　美咲 開発　茉子 藤田　星来 水津　愛美 梅田　莉々子

子 ６年／茨城県 ６年／東京都 ６年／群馬県 ６年／埼玉県 ６年／南北海道 ６年／富山県 ６年／山口県 ６年／愛知県

男 沖本　優大 阿部　学斗 中村　勇那 寺内　遥大 角田　洸介 井上　大馳 木村　輝星 川本　諒太

子 ４年／広島県 ４年／北北海道 ４年／宮城県 ４年／栃木県 ４年／青森県 ４年／神奈川県 ４年／千葉県 ４年／長崎県

３・４年 女 石岡　空来 田口　真彩 山北　奈緒 遠藤　美羽 東　玲美 樋口　吹羽 須藤　海妃 奥山　詞葉

子 ４年／南北海道 ４年／宮崎県 ４年／埼玉県 ４年／栃木県 ４年／鹿児島県 ３年／徳島県 ４年／福岡県 ４年／青森県

男 澤田　修志 石井　叶夢 松井　優斗 草ノ瀬　悠生 安田　翔 三木　颯斗 古根川　倭 折池　祝千可

子 ２年／北北海道 ２年／埼玉県 ２年／福井県 ２年／鹿児島県 ２年／香川県 ２年／茨城県 ２年／奈良県 ２年／石川県

１・２年 女 山本　優愛 平田　涼 山口　栞菜 伊藤　康乃 永渕　友梨華 東谷　悠妃 小野里　美那 柳生　紗羽海

子 ２年／愛知県 ２年／茨城県 ２年／石川県 ２年／埼玉県 １年／佐賀県 ２年／北北海道 ２年／群馬県 ２年／奈良県
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C



第１７回　埼玉大会　２０１６．８．１５～１７

久喜市総合体育館・アスカル幸手

　  優　    勝    準 　優   勝

男 池田　真那斗 平田　璃月 櫻井　煌介 岩野　滉也 斉藤　駿 大田　隼也 衣川　真生 崎野　翔太

子 ６年／香川県 ６年／岡山県 ６年／栃木県 ６年／愛知県 ６年／新潟県 ６年／富山県 ６年／京都府 ６年／南北海道

５・６年 女 明地 陽菜 遠藤　心夏 志知　夕里菜 吉川　天乃 金廣　真季 石川　心菜 中林　瑞貴 伊藤　歩

子 ６年／大阪府 ６年／山形県 ６年／岐阜県 ６年／岡山県 ６年／山口県 ６年／東京都 ６年／愛知県 ６年／南北海道

男 松川　健大 齋藤　　礼 野村　歩夢 中静　悠斗 澤田　修志 石井　叶夢 安田　翔 西川　佳吾

子 ４年／神奈川県 ４年／福岡県 ４年／東京都 ４年／栃木県 ３年／北北海道 ３年／埼玉県 ３年／香川県 ４年／徳島県

３・４年 女 横内　美音 砂川　温香 樋口　吹羽 玉木　亜弥 對馬　杏菜 秋田　まな 原口　樹璃 堀　優芽

子 ４年／山梨県 ４年／千葉県 ４年／徳島県 ４年／東京都 ４年／青森県 ４年／岡山県 ４年／宮崎県 ４年／滋賀県

男 山脇　弘奨 勝又　悠翔 田上　幹太 野口　馳矢 上畑　俊 真砂　佑澄 山城　政人 五十田　敦晴

子 ２年／愛知県 ２年／静岡県 ２年／熊本県 ２年／東京都 ２年／福岡県 ２年／兵庫県 ２年／新潟県 ２年／高知県

１・２年 女 永渕　友梨華 沼田　唯李 河村　実里 山辺　彩由里 鈴木　彩未 沼田　弥乘 橋村　妃翔 竹島　みさと

子 ２年／佐賀県 ２年／埼玉県 ２年／埼玉県 ２年／千葉県 ２年／青森県 ２年／大阪府 ２年／東京都 ２年／岐阜県

第１８回　北海道大会　２０１７．８．１４～１６

北海道立総合体育センター　（きたえーる）

　  優　    勝    準 　優   勝

男 沖本　優大 中川　友那 江田　和博 佐藤　瑠活 寺内　遥大 平山　陸仁 松川　健大 田上　翔和

子 ６年／広島県 ６年／埼玉県 ６年／大阪府 ６年／宮城県 ６年／栃木県 ６年／鹿児島県 ６年／神奈川県 ６年／熊本県

５・６年 女 石岡　空来 山北　奈緒 岩戸　和音 遠藤　美羽 伊藤　結衣 成田　芽生 竹澤　みなみ 横内　美音

子 ６年／北北海道 ６年／埼玉県 ６年／北北海道 ６年／栃木県 ６年／神奈川県 ６年／奈良県 ６年／千葉県 ６年／山梨県

男 澤田　修志 草ノ瀬　悠生 三木　颯斗 石井　叶夢 木根　知哉 川野　寿真 村木　悠空 田上　幹太

子 ４年／北北海道 ４年／鹿児島県 ４年／茨城県 ４年／埼玉県 ４年／京都府 ４年／福岡県 ４年／兵庫県 ３年／熊本県

３・４年 女 平田　　涼 山本　優愛 山口　栞菜 神尾　朱理 東谷　悠妃 小野里　美那 文元　日菜 伊藤　康乃

子 ４年／茨城県 ４年／愛知県 ４年／石川県 ４年／東京都 ４年／北北海道 ４年／群馬県 ４年／大阪府 ４年／埼玉県

男 宮原　圭純 萩原　駿希 芦田　潤平 松本　眞優 小野原　瑛音 田阪　春馬 湯原　悠登 奥　　真優

子 ２年／福岡県 ２年／埼玉県 ２年／新潟県 ２年／栃木県 ２年／宮崎県 ２年／香川県 ２年／鳥取県 ２年／富山県

１・２年 女 奥田　紗世 原口　倖歩 長谷川　翼咲 松戸　　海 奈良岡　美羽 芳賀　凜歩 山岸　真羽 上野　優寿

子 ２年／北北海道 ２年／鹿児島県 ２年／静岡県 ２年／埼玉県 ２年／青森県 ２年／宮城県 ２年／新潟県 ２年山形県

第１９回　熊本大会　２０１８．８．１０～１２

八代市総合体育館・八代市東陽スポーツセンター

　  優　    勝    準 　優   勝

男 齋藤　　礼 松川　健大 澤田　修志 稲川　蓮二郎 江見　友希 藤吉　珠李 三浦　大地 山田　琉碧

子 ６年／福岡県 ６年／神奈川県 ５年／北北海道 ６年／新潟県 ６年／岡山県 ６年／福岡県 ６年／神奈川県 ６年／福井県

５・６年 女 横内　美音 樋口　吹羽 玉木　亜弥 平本　梨々菜 秋田　まな 宮崎　友花 松田　仁衣菜 中西　香菜

子 ６年／山梨県 ６年／徳島県 ６年／東京都 ６年／岐阜県 ６年／岡山県 ６年／大阪府 ６年／福井県 ６年／三重県

男 田上　幹太 山城　政人 齋藤　優楽 増田　　遥 湯浅　敦貴 山脇　弘奨 杉山　　楓 左村　都乃助

子 ４年／熊本県 ４年／新潟県 ４年／宮城県 ４年／兵庫県 ４年／京都府 ４年／愛知県 ４年／滋賀県 ４年／大分県

３・４年 女 溝尾　花奈 西川　　楓 橋村　妃翔 鈴木　彩乃 鈴木　彩未 浅野　真央 永渕　友梨華 木全　希羽

子 ４年／南北海道 ４年／京都府 ４年／東京都 ４年／茨城県 ４年／青森県 ４年／栃木県 ４年／佐賀県 ４年／岐阜県

男 篠原　康輔 髙橋　勇弥 小川　真輝 石原　達希 安宅　瑛人 山下　瑛翔 松下　一誠 宮下　　桧

子 ２年／愛媛県 ２年／南北海道 ２年／広島県 ２年／鹿児島県 ２年／岡山県 ２年／静岡県 ２年／北北海道 ２年／千葉県

１・２年 女 板橋　ゆい 沖本　愛音 鈴木　梨央 畠山　来夢 植松　好香 水野　璃美 斎野　美結佳 物部　　幸

子 ２年／宮城県 ２年／広島県 ２年／滋賀県 ２年／岩手県 ２年／埼玉県 ２年／愛媛県 ２年／南北海道 ２年／香川県

第２０回　熊本大会　２０１９．８．１１～１３

八代市総合体育館・八代市東陽スポーツセンター

　  優　    勝    準 　優   勝

男 澤田　修志 木根　知哉 川野　寿真 石井　叶夢 芳賀　彪汰 髙野　日向 福原　直太朗 齊藤　優楽

子 ６年／北北海道 ６年／京都府 ６年／福岡県 ６年／埼玉県 ６年／宮城県 ６年／熊本県 ６年／京都府 ５年／宮城県

５・６年 女 神尾　朱理 阿部　果凛 佐々木　弥都 伊藤　康乃 山口　栞菜 佐藤　里央菜 東谷　悠妃 山本　優愛

子 ６年／東京都 ６年／埼玉県 ６年／愛媛県 ６年／埼玉県 ６年／石川県 ６年／香川県 ６年／北北海道 ６年／愛知県

男 寺島　拓夢 宮原　圭純 松本　眞優 藤森　海斗 小野原　瑛音 奥　真優 坂口　功 鈴木　悠輔

子 ４年／宮城県 ４年／福岡県 ４年／栃木県 ４年／茨城県 ４年／宮崎県 ４年／富山県 ４年／東京都 ４年／千葉県

３・４年 女 芳賀　凜歩 皆川　恵茉 原口　倖歩 上野　優寿 松戸　海 平　純空 城村　沙都 奥田　紗世

子 ４年／宮城県 ４年／東京都 ４年／鹿児島県 ４年／山形県 ４年／埼玉県 ４年／沖縄県 ４年／宮崎県 ４年／北北海道

男 串間　太政 田沢　太一 山口　拓 向　唯斗 粂野　駿 鈴木　大翔 古賀　敦也 高畠　央侑

子 ２年／宮崎県 ２年／埼玉県 ２年／東京都 ２年／滋賀県 ２年／愛知県 ２年／神奈川県 １年／佐賀県 ２年／熊本県

１・２年 女 松本　楓音 大場　心晴 井ノ上　亜美 五十右　帆香 池内　美音 古田　夏美 栗原　芽生 林　陽々

子 ２年／高知県 ２年／福岡県 ２年／鹿児島県 ２年／静岡県 ２年／兵庫県 ２年／山口県 ２年／埼玉県 ２年／福井県
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第２１回　熊本大会　２０２０．８．１４～１６
八代市総合体育館・八代市東陽スポーツセンター

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため中止

第２2回　熊本大会　２０２１．８．１４～１５
八代市総合体育館・八代市東陽スポーツセンター

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため中止


