
全日本選手権大会ジュニアの部県北地区１次予選会

平成２８年７月２日

日立製作所日立体育館

竹　内　陽　介　3年
泉丘中
金　子　颯　太　3年 鈴　木　晃　大　2年 小　泉　龍之介　3年 大　関　碧　斗　1年
高萩中　３勝０敗１位 駒王中　１勝２敗３位 太田中　２勝１敗２位 中郷中　０勝３敗３位 2-1

　森　　祥　太　2年 滝　田　伶　音　1年 木　村　　蓮　　1年 2

多賀中　２勝０敗１位 日高中　０勝２敗３位 久慈中　１勝１敗２位 1-1 0 2

髙　橋　遼　真　3年 山　内　康　暉　2年 小野寺　広　恭　2年
十王中　２勝０敗１位 豊浦中　０勝２敗３位 秋山中　１勝１敗２位 3-1

久保田　恭　兵　3年 遠　田　隼　司　2年 鈴　木　慎之介　2年 0

秋山中　２勝０敗１位 泉丘中　１勝１敗２位 久慈中　０勝２敗３位 1-2

金　澤　健　太　3年 小　室　尚　貴　3年 草　野　　蓮　　1年 2 0

高萩中　２勝０敗１位 十王中　１勝１敗２位 日高中　０勝２敗３位 2-2

髙　野　　陸　　3年 布　施　研　太　2年 宮　本　耕　輔　1年
高萩中　２勝０敗１位 日高中　１勝１敗２位 台原中　０勝２敗３位 1-3 0

根　本　康　平　2年 飛　田　謙　輔　2年 水　谷　直　也　1年
河原子中２勝０敗１位 常北中　１勝１敗２位 中郷中　０勝２敗３位 4-1

窪　木　雄　也　3年 笹　川　成　昭　2年 小　林　優　也　2年
大久保中２勝０敗１位 十王中　１勝１敗２位 久慈中　０勝２敗３位 1-4

鈴　木　貴　翔　2年 木　村　　涼　　2年 国　井　佳　綸　2年 0

中郷中　２勝０敗１位 駒王中　０勝２敗３位 豊浦中　１勝１敗２位 2-3

山　﨑　裕　斗　3年 川　井　涉　太　2年 飛　田　拓　斗　1年 菊　池　聖　騎　2年 1

多賀中　３勝０敗１位 日高中　１勝２敗３位 台原中　０勝３敗４位 平沢中　２勝１敗２位 1-5 0 2

八　鍬　拓　歩　2年 石　井　秀　汰　1年 豊　田　晃　一　2年
十王中　２勝０敗１位 高萩中　０勝２敗３位 瑞竜中　１勝１敗２位 3-2 1

鈴　木　一　将　3年 田　所　一　茶　2年 高　橋　彩　都　1年
高萩中　２勝０敗１位 久慈中　１勝１敗２位 台原中　０勝２敗３位 1-6

内　田　貴　大　2年 畠　山　大　輝　3年 草　地　拓　海　1年 吉　田　啓　人　2年 0 0

日高中　３勝０敗１位 十王中　２勝１敗２位 中里中　０勝３敗４位 坂本中　１勝２敗３位 2-4

渡　邊　蓮　央　2年 長谷川　　翔　　2年 黒　澤　宇　宙　1年
泉丘中　２勝０敗１位 中郷中　１勝１敗２位 日高中　０勝２敗３位 1-7 0

加　藤　　諒　　3年 佐　藤　匠　真　2年 西　野　巧　馬　2年 後　藤　海　月　1年
豊浦中　２勝０敗１位 秋山中　１勝１敗２位 久慈中　　勝　敗　位 坂本中　０勝２敗３位 5-1

武　子　朝　哉　3年 笹　村　友　哉　2年 猿　田　陽　貴　1年
水府中　２勝０敗１位 豊浦中　０勝２敗３位 久慈中　１勝１敗２位 1-8

鈴　木　陽　大　2年 佐　藤　泰　雅　2年 大　内　　海　　1年 0

多賀中　１勝１敗２位 日高中　２勝０敗１位 中郷中　０勝２敗３位 2-5

水　野　恵　汰　3年 二　方　　諒　　2年 福　嶋　一　真　2年 阿久津　　歩　　2年
十王中　２勝０敗１位 高萩中　　勝　敗　位 駒王中　０勝２敗３位 平沢中　１勝１敗２位 1-9 1 0

三　代　倫　平　3年 深　澤　裕　介　3年 梶　間　海　斗　2年
久慈中　２勝０敗１位 太田中　１勝１敗２位 秋山中　０勝２敗３位 3-3

篠　崎　星　也　3年 杉　本　陽　太　1年 大　髙　瑞　歩　2年 0

高萩中　２勝０敗１位 十王中　１勝１敗２位 豊浦中　０勝２敗３位 1-10

神　薗　拓　海　3年 石　井　　力　　2年 片　山　倫　宜　2年 0 1

久慈中　２勝０敗１位 日高中　１勝１敗２位 泉丘中　０勝２敗３位 2-6 0

菅　原　　繕　　2年 野　添　亮　太　2年 石　坂　伶　羽　1年 石　井　　諒　　3年
高萩中　　勝　敗　位 台原中　１勝１敗２位 中郷中　０勝２敗３位 坂本中　２勝０敗１位 1-11 0

中　村　天　音　3年 稲　森　陸　杜　2年 水　庭　叶　人　2年
駒王中　２勝０敗１位 瑞竜中　１勝１敗２位 中里中　０勝２敗３位 4-2 0

神　田　伊歩輝　3年 守　田　　匠　　1年 田　所　秀　斗　2年
十王中　２勝０敗１位 台原中　０勝２敗３位 久慈中　１勝１敗２位 1-12

　關　　晴　貴　2年 伊　藤　　蓮　　2年 齋　藤　　翔　　1年 0

多賀中　２勝０敗１位 高萩中　１勝１敗２位 中郷中　０勝２敗３位 2-7

澤　畑　有　希　2年 奈　良　和　哉　2年 青　柳　友　汰　2年
久慈中　２勝０敗１位 日高中　１勝１敗２位 常北中　０勝２敗３位 1-13 0 2

綿　引　悠　斗　3年 大　平　智　暉　1年 小　野　蒼　茉　2年
太田中　１勝１敗２位 磯原中　２勝０敗１位 秋山中　０勝２敗３位 3-4 0

長谷川　太　雅　3年 鈴　木　康　生　3年 白　土　英　晃　2年
泉丘中　２勝０敗１位 秋山中　１勝１敗２位 駒王中　０勝２敗３位 1-14

武　藤　巧　真　2年 根目澤　良　祐　2年 山野辺　伯　斗　1年 1

日高中　２勝０敗１位 久慈中　１勝１敗２位 高萩中　０勝２敗３位 2-8 0

川　上　滉　人　3年 仲　田　大　起　2年 市　川　陽　登　1年
豊浦中　２勝０敗１位 高萩中　１勝１敗２位 日高中　０勝２敗３位 1-15 0 1

村　田　　圭　　2年 　昆　　裕　都　2年 阿久津　和　馬　1年
中郷中　２勝０敗１位 多賀中　０勝２敗３位 十王中　１勝１敗２位
　丹　　駿太郎　3年
星鈴クラブ

竹　内　陽　介　3年

泉丘中
鈴　木　皓　貴　3年 1
泉丘中

男子Ｓ予選リーグ　→　決勝トーナメント(1)
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全日本選手権大会ジュニアの部県北地区１次予選会

平成２８年７月２日

日立製作所日立体育館

村　松　龍　一　2年
中郷中　　勝　敗　位
江　間　祐　豪　3年 大　輪　琉　成　2年 佐　藤　　領　　1年
豊浦中　２勝０敗１位 台原中　１勝１敗２位 高萩中　０勝２敗３位 1-16

村　上　大　空　2年 武　藤　士恵良　3年 島　田　翔　太　2年 大　高　浩　斗　3年 0

中　　勝　敗　位郷中　　勝　敗　位秋山中　２勝０敗１位 久慈中　０勝２敗３位 坂本中　１勝１敗２位 2-9

中　谷　心　海　3年 大　野　　要　　2年 初　見　颯　太　1年 2

十王中　２勝０敗１位 駒王中　１勝１敗２位 日高中　０勝２敗１位 1-17 0

堀　江　　翔　　2年 益　子　鈴　海　2年 大　森　瑞　輝　1年 0

中里中　２勝０敗１位 多賀中　１勝１敗２位 高萩中　０勝２敗３位 3-5

松　尾　悠　紀　3年 皆　川　光　輝　2年 和　田　吉　平　2年 0

泉丘中　２勝０敗１位 豊浦中　０勝２敗３位 秋山中　１勝１敗２位 1-18

宮　本　竜　希　2年 小　松　賢　生　2年 岡　﨑　凌　平　2年 0

久慈中　２勝０敗１位 高萩中　１勝１敗２位 瑞竜中　０勝２敗３位 2-10

松　本　　翼　　3年 寺　本　七　音　2年 矢　吹　拓　斗　1年 加藤木　　翔　　2年
駒王中　２勝０敗１位 高萩中　１勝１敗２位 日高中　０勝２敗３位 平沢中　　勝　敗　位 1-19 2 0

志　賀　晃　大　2年 長　山　和　幸　3年 遠　藤　裕　翔　1年
十王中　２勝０敗１位 太田中　１勝１敗２位 中郷中　０勝２敗３位 4-3

鈴　木　　尚　　3年 山　口　雄　悟　2年 髙　島　秀　矢　2年 0

常北中　２勝０敗１位 久慈中　０勝２敗３位 秋山中　１勝１敗２位 1-20

内　田　　司　　2年 鈴　木　　楓　　2年 露　﨑　拓　海　2年 中　村　寿　暢　2年 2 2

日高中　３勝０敗１位 台原中　２勝１敗２位 十王中　０勝３敗４位 坂本中　１勝２敗３位 2-11

戸草内　洸　星　3年 小　山　東　海　2年 長　山　陽　亮　2年
中郷中　２勝０敗１位 日高中　０勝２敗３位 泉丘中　１勝１敗２位 1-21 2

会　沢　優　人　2年 鈴　木　雄　大　2年 浅　川　進次郎　1年
久慈中　２勝０敗１位 駒王中　１勝１敗２位 高萩中　０勝２敗３位 3-6 0

平　山　達　登　3年 赤　沼　諒　祐　2年 　塙　　　翔　　2年
水府中　２勝０敗１位 十王中　１勝１敗２位 秋山中　０勝２敗３位 1-22 1

斎　藤　玲　哉　2年 木　本　蒼　瑚　2年 鈴　木　悠　介　1年 0

多賀中　２勝０敗１位 豊浦中　１勝１敗２位 日高中　０勝２敗３位 2-12 1

蛭　田　雄　大　3年 　関　　晃　太　2年 遠　藤　有　倖　2年
台原中　２勝０敗１位 久慈中　０勝２敗３位 泉丘中　１勝１敗２位 1-23 0

長谷澤　将　樹　3年 山　中　　剛　　2年 真　城　　駿　　2年
高萩中　２勝０敗１位 河原子中１勝１敗２位 中郷中　０勝２敗３位 5-2

武　藤　祐　弥　3年 寺　沼　陸　翔　2年 塩　家　七　海　1年
磯原中　２勝０敗１位 中郷中　１勝１敗２位 多賀中　０勝２敗３位 1-24

高　延　瑞　樹　2年 直　井　優　太　2年 井　坂　翔　人　2年 渡　邊　祐　希　2年 0

高萩中　２勝０敗１位 久慈中　１勝１敗２位 豊浦中　　勝　敗　位 坂本中　０勝２敗３位 2-13

佐々木　唯　晃　3年 大　内　元　樹　2年 弓　野　慶　真　2年
台原中　２勝０敗１位 瑞竜中　１勝１敗２位 秋山中　０勝２敗３位 1-25 1 0

大　橋　世　弥　2年 時　﨑　遼太朗　1年 鹿　内　柊　都　1年
十王中　２勝０敗１位 日高中　０勝２敗３位 高萩中　１勝１敗２位 3-7

佐　藤　　翼　　2年 作　田　貴　洋　2年 赤　川　　柊　　2年 0

泉丘中　２勝０敗１位 常北中　１勝１敗２位 久慈中　０勝２敗３位 1-26

長　尾　優　樹　2年 増　井　瑞　希　2年 須　藤　惟　吹　1年 0

十王中　２勝０敗１位 高萩中　１勝１敗２位 日高中　０勝２敗３位 2-14 0

古　内　架　好　2年 榎　田　虎　鉄　3年 川　﨑　優　真　1年
日高中　１勝１敗２位 駒王中　２勝０敗１位 久慈中　０勝２敗３位 1-27 0

猪　狩　捷太朗　3年 西　村　拓　真　2年 大　金　悠　士　1年 2

太田中　１勝１敗２位 泉丘中　２勝０敗１位 中郷中　０勝２敗３位 4-4

大　塚　陸　人　3年 井　上　滉　介　1年 大　森　匠　悟　1年
高萩中　２勝０敗１位 多賀中　１勝１敗２位 中里中　０勝２敗３位 1-28

村　松　拓　実　3年 鈴　木　幸　太　2年 上　田　唯　斗　2年 0 2

十王中　２勝０敗１位 日高中　０勝２敗３位 秋山中　１勝１敗２位 2-15

飛　田　光太郎　3年 宮　澤　空　羽　2年 立　花　海　人　2年 大　内　聖　翔　2年 0

久慈中　　勝　敗　位 日高中　１勝１敗２位 駒王中　０勝２敗３位 平沢中　２勝０敗１位 1-29 0

久　野　大　地　3年 下　浅　璃　久　2年 谷　藤　天　翔　1年 関　根　礼　央　2年
豊浦中　２勝０敗１位 十王中　　勝　敗　位 中郷中　０勝２敗３位 坂本中　１勝１敗２位 3-8

山　内　舜　太　3年 酒　井　拓　也　1年 堀　江　龍　斗　2年 0

十王中　２勝０敗１位 高萩中　１勝１敗２位 台原中　０勝２敗３位 1-30

渡　邉　寛　生　2年 大　畑　騎　士　1年 　関　　和　也　3年 0 0

豊浦中　２勝０敗１位 日高中　０勝２敗３位 太田中　１勝１敗２位 2-16

木　村　駿　介　3年 国　井　　樹　　2年 渡　邉　佳　英　2年 　磯　　優　斗　2年
中郷中　３勝０敗１位 秋山中　２勝１敗２位 久慈中　０勝３敗４位 駒王中　１勝２敗３位
鈴　木　皓　貴　3年
泉丘中
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全日本選手権大会ジュニアの部県北地区１次予選会
平成２８年７月２日

日立製作所日立体育館

女子Ｓ予選リーグ　→　決勝トーナメント(1)
須　黒　のどか　3年

久慈中

遠　藤　花　音　3年 阿　部　美　麗　2年 磯　野　未　奈　2年 小　松　夕　真　1年

中郷中　３勝０敗１位 多賀中　２勝１敗２位 坂本中　１勝２敗３位 豊浦中　０勝３敗４位 2-1

池　崎　千　穂　3年 矢　代　理　奈　2年 佐　川　晶　子　1年

十王中　２勝０敗１位 松岡中　１勝１敗２位 高萩中　０勝２敗　位 1-1 1

志　賀　実　咲　3年 田　所　央　楓　2年 石　川　舞　美　2年 2 3-1 2

日高中　２勝０敗１位 秋山中　１勝１敗２位 久慈中　０勝２敗３位

菊　地　麻　織　2年 村　山　夢　歩　2年 福　原　桜　妃　1年

十王中　２勝０敗１位 常北中　１勝１敗２位 中里中　０勝２敗３位 2-2 1 0

相　良　愛　美　2年 伊　藤　優　凪　2年 浅　見　奈　沙　2年 大　串　奈　海　2年

高萩中　３勝０敗１位 松岡中　１勝２敗３位 台原中　０勝３敗４位 豊浦中　２勝１敗２位 4-1

横須賀　亜　恋　3年 村　松　美　優　2年 田　中　　萌　夏　2年

日高中　２勝０敗１位 中郷中　０勝２敗３位 多賀中　１勝１敗２位 2-3 1

仁　平　結里愛　3年 関　根　　遥　　2年 鈴　木　真菜美　1年 0

十王中　１勝１敗２位 松岡中　２勝０敗１位 中里中　０勝２敗３位 1-2 0

亀　山　琳　音　3年 山　内　亜弥乃　2年 芳　賀　こだま　2年

泉丘中　２勝０敗１位 常北中　０勝２敗３位 久慈中　１勝１敗２位 3-2 2

鈴　木　沙　季　3年 深　澤　桃　花　2年 栗　田　理　夢　1年

十王中　２勝０敗１位 久慈中　１勝１敗２位 多賀中　０勝２敗３位 1-3

吉　成　理　紗　3年 石　川　彩　音　2年 大　砂　侑　希　2年 梁　井　優　希　2年 1 0

松岡中　　勝　敗　位 日高中　１勝１敗２位 坂本中　０勝２敗３位 豊浦中　２勝０敗１位 2-4

嶋　﨑　　舞　　2年 佐　野　羽　奏　1年 石　井　志　音　2年

台原中　２勝０敗１位 高萩中　０勝２敗３位 駒王中　１勝１敗２位 5-1

豊　田　奈津美　3年

中郷中

杉　本　　温　　3年 平久保　百　花　2年 江　守　彩　花　2年

十王中　２勝０敗１位 多賀中　１勝１敗２位 台原中　０勝２敗３位 2-5

髙　森　愛　菜　3年 小野寺　里　穏　1年 西　野　亜　海　2年

松岡中　２勝０敗１位 高萩中　１勝１敗２位 久慈中　０勝２敗３位 1-4 1 1

椎　名　未　羽　2年 泉　山　佳瑞葉　2年 篠　原　優　花　2年 山　下　紫　織　2年

坂本中　３勝０敗１位 日高中　２勝１敗２位 常北中　０勝３敗４位 豊浦中　１勝２敗３位 3-3 1

赤　井　菜　々　3年 鈴　木　佑　李　2年 佐々木　真　優　2年 0

秋山中　２勝０敗１位 中郷中　１勝１敗２位 十王中　０勝２敗３位 1-5

鈴　木　亜　美　2年 皆　川　　愛　　2年 金　子　花　恋　1年 橋　本　みなみ　2年 0

中里中　０勝２敗３位 松岡中　２勝０敗１位 久慈中　　勝　敗　位 豊浦中　１勝１敗２位 2-6 1

矢ノ倉　亜　依　3年 永　沼　梨　華　3年 花　崎　真　子　2年 2

常北中　２勝０敗１位 松岡中　１勝１敗２位 日高中　０勝２敗３位 4-2 2

根　本　絵　理　3年 武　藤　安　純　1年 清水口　紗　織　1年 赤　津　輝　咲　1年

泉丘中　３勝０敗１位 高萩中　２勝１敗２位 多賀中　１勝２敗３位 豊浦中　０勝３敗４位 2-7

中　野　双　葉　3年 前　田　百　恵　2年 菊　池　来　未　1年 鈴　木　菜　留　2年 0

十王中　２勝０敗１位 常北中　１勝１敗２位 日高中　　勝　敗　位 平沢中　０勝２敗３位 1-6 0 2

武　藤　あゆみ　3年 下山田　彩　乃　2年 牧　子　菜　奈　2年

松岡中　２勝０敗１位 秋山中　０勝２敗３位 久慈中　１勝１敗２位 3-4

坂　口　遥　海　3年 寺　門　舞　美　2年 雪　田　理彩子　1年 鈴　木　花　梨　2年 2

日高中　２勝０敗１位 十王中　０勝２敗３位 多賀中　　勝　敗　位 豊浦中　１勝１敗２位 1-7 2

廣　瀬　梨　花　3年 藤　田　郁　実　2年 薄　井　沙　季　2年 0

松岡中　１勝１敗２位 久慈中　０勝２敗３位 坂本中　２勝０敗１位 2-8

富　田　あかり　3年 白　戸　実　夏　2年 市　毛　　碧　　1年

駒王中　２勝０敗１位 中郷中　１勝１敗２位 大久保中０勝２敗３位

吉　田　沙也加　3年

高萩中

須　黒　のどか　3年

久慈中

加　藤　芽　依　3年 0

泉丘中
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全日本選手権大会ジュニアの部県北地区１次予選会
平成２８年７月２日

日立製作所日立体育館

加　藤　芽　依　3年

泉丘中

鈴　木　ひかる　2年 　鐵　　瑞　希　2年 助　川　恵　理　2年 小　松　未　侑　1年

台原中　３勝０敗１位 常北中　１勝２敗３位 多賀中　２勝１敗２位 豊浦中　０勝３敗４位 2-9

薗　部　未久留　2年 　原　　優　奈　2年 齊　藤　なつみ　2年

秋山中　２勝０敗１位 松岡中　１勝１敗２位 十王中　０勝２敗３位 1-8 1 1

石　岡　青　空　3年 蛭　田　結　唯　1年 松　崎　　遥　　1年 吉　田　愛　梨　2年 3-5 2

久慈中　３勝０敗１位 高萩中　１勝２敗３位 日高中　０勝３敗４位 平沢中　２勝１敗２位

田　辺　敦　子　3年 角　井　彩　乃　2年 渡　邉　萌々夏　2年

日高中　２勝０敗１位 中郷中　１勝１敗２位 松岡中　０勝２敗３位 2-10 0 1

大　友　詩　織　3年 鈴　木　美　貴　2年 菊　地　彩　花　2年 渡　邊　愛　海　2年

十王中　３勝０敗１位 中里中　０勝３敗４位 坂本中　１勝２敗３位 豊浦中　２勝１敗２位 4-3

磯　貝　莉　那　3年 　今　　芙結夏　2年 棚　橋　杏　佳　1年

中郷中　２勝０敗１位 多賀中　１勝１敗２位 高萩中　０勝２敗３位 2-11

小　室　菜　摘　2年 大　山　来　夢　2年 間　宮　芽　生　2年

久慈中　２勝０敗１位 常北中　０勝２敗３位 十王中　１勝１敗２位 1-9 2 1

鈴  木　彩　花　3年 佐　多　亜優奈　2年 安　齋　未　来　2年 河　又　柚　衣　2年

松岡中　３勝０敗１位 日高中　２勝１敗２位 坂本中　１勝２敗３位 豊浦中　０勝３敗４位 3-6 2

髙　橋　博　子　3年 石　井　愛　花　2年 千　葉　桃　絵　2年

多賀中　２勝０敗１位 十王中　１勝１敗２位 日高中　０勝２敗３位 1-10

片　平　百　美　2年 飛　田　理　子　2年 松　田　ひかる　2年 0 0

中里中　１勝１敗２位 久慈中　２勝０敗１位 松岡中　０勝２敗３位 2-12 1

萩　庭　由　奈　3年 伊　藤　緋　捺　2年 桜　井　利　琉　2年 直　井　舞　依　2年

高萩中　３勝０敗１位 台原中　１勝２敗３位 秋山中　０勝３敗４位 豊浦中　２勝１敗２位 5-2

緑　川　恵里那　1年 金　子　かえで　2年 鈴　木　詩　帆　2年

中郷中　２勝０敗１位 坂本中　１勝１敗２位 多賀中　０勝２敗３位 2-13

小　澤　真里愛　3年 狐　塚　　唯　　2年 坪　井　真　子　1年

久慈中　２勝０敗１位 秋山中　１勝１敗２位 松岡中　０勝２敗３位 1-11 0 0

真　﨑　　唯　　3年 小　川　花　佳　1年 小　貫　奈都美　2年 吉　成　花　凜　2年

十王中　３勝０敗１位 高萩中　０勝３敗４位 日高中　２勝１敗２位 豊浦中　１勝２敗３位 3-7

　柳　　有　紀　2年 佐　藤　璃　莉　2年 青名畑　　萌　　2年 2

日高中　２勝０敗１位 駒王中　０勝２敗３位 十王中　１勝１敗２位 1-12

深　作　幸　恵　2年 阿　部　彩　夏　2年 青天目　紗　衣　2年 0 0

久慈中　２勝０敗１位 多賀中　１勝１敗２位 常北中　０勝２敗３位 2-14 0

木　村　寿々美　3年 土　田　七　海　1年 深　谷　愛　梨　1年 大　谷　芽　衣　2年

高萩中　２勝０敗１位 中里中　　勝　敗　位 松岡中　０勝２敗３位 豊浦中　１勝１敗２位 4-4 2

　柏　　菜々子　3年 坂　本　結希乃　2年 大　枝　美　空　1年 友　部　里　香　1年

久慈中　３勝０敗１位 松岡中　１勝２敗３位 大久保中２勝１敗２位 豊浦中　０勝３敗４位 2-15 2

齋　藤　彩　弥　3年 三　村　綾　乃　2年 吉　田　　萌　　2年

高萩中　２勝０敗１位 十王中　１勝１敗２位 常北中　０勝２敗３位

白　土　莉　々　3年 鈴　木　ひかり　1年 岡　﨑　理央奈　1年 3-8

松岡中　２勝０敗１位 十王中　１勝１敗２位 多賀中　０勝２敗３位 1-13 0 2

小　泉　陽花流　2年 蛭　田　夏　純　1年 大　友　里　咲　2年 鈴　木　遥　風　3年 2

台原中　　勝　敗　位 中郷中　１勝１敗２位 常北中　０勝２敗３位 平沢中　２勝０敗１位 2-16 2

森　廣　ひなの　3年 番　内　美　咲　2年 與　澤　風　香　1年 福　士　麻　衣　2年

泉丘中　３勝０敗１位 日高中　２勝１敗２位 久慈中　０勝３敗４位 豊浦中　１勝２敗３位

鈴　木　若香菜　2年

十王中
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