
成績結果

女子Aクラス

1 谷川 詩織 青森明の星高校 青森GOLD.FSC 2年 82.06

2 工藤 夢起 八戸市立第二中学校八戸GOLD.FSC 2年 69.29

女子Bクラス

1 大澤 陽 三沢市立堀口中学校三沢GOLD.FSC 1年 75.38

2 内藤 望 青森県立三沢高校 三沢GOLD.FSC 1年 59.64

3 古瀬 綾菜 青森県立八戸北高校八戸ＦＳＣ 1年 48.76

4 田中 未来 八戸商業高校 八戸ＦＳＣ 3年 44.64

女子Cクラス

1 大澤 寧子 三沢市 岡三沢小 三沢GOLD.FSC 5年 62.75
2 廣谷 帆香 八戸市 城下小 八戸ＦＳＣ 6年 60.86

男子Ｃクラス
1 佐々木 健太 五戸町立川内中学校福地GOLD.FSC 3年 67.17

女子Ｄクラス
1 藤田 海羽 八戸市 根岸小 八戸GOLD.FSC 4年 47.15
2 木村 留寧 八戸市 吹上小 八戸ＦＳＣ 6年 38.34

棄権 山本 寛夏 三沢商業高校 三沢GOLD.FSC 1年
Eクラス

1 柴 蒔奈実 八戸市 多賀台小 八戸ＦＳＣ 5年 26.89
2 滝谷 遥香 八戸市 湊小 八戸WAVE.FSC 4年 25.07

Fクラス
1 石黒 里紗 八戸市 白鴎小 八戸ＦＳＣ 3年 19.48
2 徳田 りえ 青森市 小柳小 青森GOLD.FSC 3年 17.19
3 小形 冴々也 青森市 野内小 青森GOLD.FSC 5年 17.12

Ｇクラス
1 柴 侑望莉 八戸市 多賀台小 八戸ＦＳＣ 2年 14.08
2 高屋敷 みなも 八戸市 白山台小 八戸ＦＳＣ 2年 11.80

Ｈクラス
1 種市 和夏 三沢市 上久保小 三沢GOLD.FSC 1年 10.59
2 聖前 埜乃華 八戸市 旭ヶ丘小 八戸ＦＳＣ 1年 9.96
3 石橋 夢乃 階上町 赤保内小 八戸ＦＳＣ 5年 9.79
4 霞 瑠奈 八戸市 吹上小 八戸ＦＳＣ 3年 9.54
5 西塚 りん 八戸市 根城小 八戸ＦＳＣ ４年 8.36
6 上岡 紗奈 三沢市 岡三沢小 三沢GOLD.FSC 5年 8.16
7 工藤 歩 青森市 甲田小 青森GOLD.FSC 5年 7.14
8 相前 なな花 八戸市 明治小 八戸WAVE.FSC 1年 6.98
9 三瓶 こころ 青森市 三内西小 青森GOLD.FSC ４年 6.92

10 佐藤 心愛 八戸市 白銀南小 八戸ＦＳＣ 2年 6.73
11 大矢 マリア 八戸市 下長小 八戸WAVE.FSC 2年 6.73
12 時村 明希 八戸市 白山台小 八戸WAVE.FSC 3年 6.71
13 去石 灯 八戸市 新井田小 八戸WAVE.FSC ４年 6.63
14 久保 琴音 八戸市 吹上小 八戸WAVE.FSC 3年 6.29
15 平川 匡世 青森市 三内西小 青森GOLD.FSC ４年 6.22
16 宮嶋 夏菜 八戸市 旭ヶ丘小 八戸WAVE.FSC 3年 6.22
17 佐々木 心春 桐の葉保育園 八戸Fairy Wings FSC 5.99
18 鈴木 杏梨 三沢第一幼稚園 三沢GOLD.FSC 5.23
19 時村 実希 八戸市 白山台小 八戸WAVE.FSC 1年 4.45
20 宮嶋 莉理 八戸市 旭ヶ丘小 八戸WAVE.FSC 1年 4.13
21 間口 風花 八戸市 根城小 八戸ＦＳＣ 1年 3.78
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