
　　　　　　　　　　種　　　　目 第１位 第２位 　　　　　　　　第　３　位
男 中野　陸人（鶴岡三） 星　　竜成（米沢二） 菊地　大河（米沢二）

女 岡部　智子(酒田一） 新関　天音(酒田六) 登坂　琴乃(酒田一）

男 駒林　　晃（神　町） 清野　伍壱（東根一） 菊地　大河（米沢二） 佐藤　　響（鶴岡二）

女 岡部　智子(酒田一） 安達　富葵(長井北） 新関　天音(酒田六)

男 中野　陸人（鶴岡三） 菊地　大河（米沢二） 清野　伍壱（東根一）

男 中野　陸人（鶴岡三） 菊地　大河（米沢二） 佐藤　　響（鶴岡二）

女 岡部　智子(酒田一） 登坂　琴乃(酒田一） 新関　天音(酒田六)

男 鈴木　翔大（米沢二） 星　　竜成（米沢二） 菖蒲　楓真（陵　西）

女 岡部　智子(酒田一） 新関　天音(酒田六) 佐藤　　瑶(酒田六）

女 新関　天音(酒田六) 安達　富葵(長井北） 岡部　智子(酒田一）

女 鹿野　澄怜（山形二） 野崎　　蓮（酒田一） 秋葉　理名（東根一）

女 斎藤　美海（天童一） 前田　里菜（蔵王一） 安達　楓音（神　町）

男 赤木　優佑（米沢三） 安達　大真（鶴岡四） 五十嵐光海（鶴岡一） 山口　湧大（天童四）

女 三上　菜月（南　原） 大沼友里愛（天童三） 吉田　有希（上山南） 庄司　晴香（天童三）

男 遠藤　黎・小鯖樹一（米沢二） 五十嵐功一・佐藤輝樹（鶴岡一） 上嶋優輝・石山康生（新庄） 大友雄祐・木村優理（天童一）

女 青柳朱音・滝口莉彩(天童四) 野口綾音・佐藤萌々花（鶴岡三） 竹村瑠菜・情野稚菜（米沢二） 渡辺　唯・原　舞華(天童三)

男 長沼龍之介（米沢四） 石沢　克仁（山形四） 菅原　光貴(山形二） 鈴木　理央（天童四）

女 小倉　七海（長井南） 後藤　志帆(飯　豊) 海鉾　桃花（天童二） 飯沢　結菜（長井北）

男 伊藤　悠里（鶴岡三） 佐藤　祐人（鶴岡二） 奥山　堅也（余　目） 飛塚　皓太（三　川）

女 原　　夢夏（酒田四） 伊藤　莉愛（酒田二） 佐藤さくら（酒田六） 伊藤　奈生（酒田二）

男 石沢　克仁（山形四） 長沼龍之介（米沢四） 菅原　光貴(山形二） 伊藤　悠里（鶴岡三）

女 小倉　七海（長井南） 大石　桜華（天童三） 原　　夢夏（酒田四） 伊藤　莉愛（酒田二）

男 伊藤　　朝（山形六） 高嶋　清奎（山形六） 結城　遼平（天童一） 結城　怜音（山形六）

女 岩沢　芽衣（町立朝日） 西村　奏子（山形五） 細谷　虹陽（山形二） 高橋　歩生（米沢二）

男 三国　郁也（遊　佐） 野口　太陽（尾花沢） 小林　健太（余　目） 阿部　雄大（余　目）

女 斎藤奈々子（遊　佐） 阿部　琴乃（遊　佐） 高橋　京花（遊　佐） 菅原　　萌（遊　佐）

男 伊藤　　朝（山形六） 加藤　将太（天童一） 結城　遼平（天童一） 庄司　歩夢(山形六)

女 岩沢　芽衣（町立朝日） 松田　莉歩(米沢三） 阿部　琴乃（遊　佐） 太田　美咲(酒田四）

男 長谷川　逸（酒田四） 秋葉　成海（酒田一） 安喰　英幸（余　目） 斉藤　大夢（舟　形）

男 齋藤　大輔（酒田一） 佐藤二千翔（余　目） 佐藤　　凌（鶴岡一） 木村　竜也（米沢一）

南 田原　瑞起(山形九) 神尾　北斗(山形三） 加藤　皐輝（山形八） 奈良崎　遼(宮　川）

北 阿部　滉生（楯　岡） 大滝　浩嵩（酒田四） 三浦　正帆（神　町） 八鍬　晴弥（日　新）

決勝 田原　瑞起(山形九) 神尾　北斗(山形三） 阿部　滉生（楯　岡） 加藤　皐輝（山形八）

南 栂瀬　琉衣(蔵王一） 鈴木　颯太(山形四) 大河原智之(高畠一) 佐藤　秀紀（山　辺）

北 八鍬　　圭（楯　岡） 阿部　皇介（鶴岡二） 高橋　怜央（最　上） 和田　渓佑（明　倫）

決勝 八鍬　　圭（楯　岡） 阿部　皇介（鶴岡二） 高橋　怜央（最　上） 栂瀬　琉衣(蔵王一）

南 斎藤　　陸（山形七） 岡崎　孝樹（金　井） 石塚　湧也（山形九） 佐藤　勇介（上山南）

北 菅原　健人（三　川） 佐藤凛太郎（鶴岡三） 佐藤佑治郎（櫛　引） 阿部　優瑚（最　上）

決勝 斎藤　　陸（山形七） 岡崎　孝樹（金　井） 佐藤凛太郎（鶴岡三） 菅原　健人（三　川）

南 叶　　知紘（山形三） 菅原　翔竜（長井南） 渋谷幸之介（沖　郷） 阿部　毅椰（上山南）

北 大山　悠樹（戸　沢） 井上　　隼(最　上) 五十嵐勁太（櫛　引） 芦野　　匠（楯　岡）

決勝 大山　悠樹（戸　沢） 叶　　知紘（山形三） 五十嵐勁太（櫛　引） 井上　　隼(最　上)

南 栂瀬　敬登（蔵王一） 遠藤　　楓（川　西） 川田　健太（山形八） 橋本　凌央（白鷹東）

北 遠藤　絢斗（東根一） 榎本　圭吾（大石田） 高橋　良汰（真室川） 石山　裕也（新　庄）

決勝 遠藤　絢斗（東根一） 栂瀬　敬登（蔵王一） 川田　健太（山形八） 高橋　良汰（真室川）

南 細矢　莉央（天童二） 佐藤　琢磨（上山南） 鈴木　章弘(陵　東) 佐藤　瑛恭（山形十）

北 井上　大輔（楯　岡） 角川　雄大（葉　山） 安達　陸来（楯　岡） 吉川　裕貴（酒田三）

決勝 井上　大輔（楯　岡） 細矢　莉央（天童二） 角川　雄大（葉　山） 佐藤　琢磨（上山南）

南 竹田　隼人（沖　郷） 山川　凌平(蔵王一） 松井　杜和（山形一） 関塚　天翔（山形六）

北 荒川　勇人（鮭　川） 井上　翔太（真室川） 間宮　　亮（尾花沢）

決勝 竹田　隼人（沖　郷） 荒川　勇人（鮭　川） 山川　凌平(蔵王一） 井上　翔太（真室川）

南 鈴木　雄大（米沢一） 阿部　那惟（河　北） 大沼　寛元（宮　川） 鈴木　龍河（陵　南）

北 永岡　拓翔（楯　岡） 荒木　稔喜（立　川） 佐藤　　凛（新　庄） 滝口　力大（最　上）

決勝 永岡　拓翔（楯　岡） 荒木　稔喜（立　川） 阿部　那惟（河　北） 鈴木　雄大（米沢一）

南 後藤　唯花（山　寺） 大内　来愛（山形七） 渡部　瑳都（長井北）

北 髙橋美衣菜（真室川） 伊藤　美槻（日　新） 木村かえで（葉　山）

決勝 髙橋美衣菜（真室川） 後藤　唯花（山　寺） 伊藤　美槻（日　新） 大内　来愛（山形七）

南 朽木　叶（町立朝日） 猪野　姫伽（高畠一） 山田　美結（山　寺） 工藤　夏希（山形十）

北 小野　　蘭（金　山） 叶内　真優（日　新） 橋本　あゆ（温　海） 西尾　真琴（大石田）

決勝 朽木　叶（町立朝日） 工藤　夏希（山形十） 山田　美結（山　寺） 猪野　姫伽（高畠一）

南 安部　亜紀（小　国） 寒河江玲奈（川　西） 大場　萌花（山形九） 古内　千聖（山形九）

北 佐藤　真実（最　上） 高橋しいな（明　倫） 佐藤　　伶（温　海） 後藤　千夏（神　町）

決勝 寒河江玲奈（川　西） 安部　亜紀（小　国） 佐藤　真実（最　上） 大場　萌花（山形九）

南 清野　詞穂（山形七） 猪野　由衣（高畠一） 齋藤あゆか（川　西） 堀米　涼華（河　北）

北 菅原　京華（三　川） 笠原妃奈乃（最　上） 阿部　優香（最　上） 須藤　　楓（尾花沢）

決勝 菅原　京華（三　川） 齋藤あゆか（川　西） 阿部　優香（最　上） 須藤　　楓（尾花沢）

南 竹田　奎夏（山形十） 箭柏紗耶香（山形九） 今田　成海（山形四） 渡邊　笙子（山　辺）

北 工藤　彩加（立　川） 佐久間絵理華(三　川) 高橋枝璃菜（最　上） 山科　優花（大石田）

決勝 高橋枝璃菜（最　上） 竹田　奎夏（山形十） 渡邊　笙子（山　辺） 佐久間絵理華(三　川)

南 佐藤　寧々（山形四） 馳尾　千夏（山　辺） 佐藤和夏子（町立朝日） 渋谷　湖稀（長井南）

北 佐藤　　ルウ（三　川） 髙山　琴音（明　倫） 阿部　汐華（東根一） 高橋しづく（遊　佐）

決勝 佐藤　　ルウ（三　川） 佐藤　寧々（山形四） 馳尾　千夏（山　辺） 髙山　琴音（明　倫）

南 横山　彩夏（宮　内） 中川　美里（山形八）

北 五十嵐優海(温　海) 村岡　美咲（大石田） 佐藤　　恵(萩　野)

決勝 五十嵐優海(温　海) 横山　彩夏（宮　内） 村岡　美咲（大石田） 中川　美里（山形八）

南 山川　　葵（上山南） 島貫　友結（川　西）

北 中鉢　菜月（三　川） 二坂明日香（真室川） 伊藤　桃菜（鶴岡二） 土門　希紀（遊　佐）

決勝 中鉢　菜月（三　川） 山川　　葵（上山南） 二坂明日香（真室川） 伊藤　桃菜（鶴岡二）
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