
60ｍの部（男女総合）

優勝 伊藤 魁晟 広島県 佐伯中学校

準優勝 藤井　望 山口県 右田中学校

第3位 河田 琉星 広島県 佐伯中学校

30ｍの部（男女総合）

優勝 岡本 昌大　　 山口県 琴芝小学校

準優勝 高田 龍照 福岡県 須恵第三小学校

第3位 伊藤 遼威 広島県 友和小学校

18ｍの部（男女総合）

優勝 西村　瞳 山口県 大殿小学校

準優勝 徳田 雪菜 山口県 大海小学校

第3位 山本 旺河 山口県 上郷小学校

10ｍの部（男女総合）

優勝 濱川 陽菜 山口県 鴻南中学校

準優勝 大石 彩乃 山口県 宮野小学校

第3位 徳田 海斗 山口県 大海小学校

60ｍ男子の部

優勝 伊藤 魁晟 広島県 佐伯中学校

準優勝 川村 槙之介 山口県 平生中学校

第3位 伊藤 遼威 広島県 佐伯中学校

60ｍ女子の部

優勝 末次　円　 福岡県 東住吉中学校

準優勝 坂口 実優 愛知県 沓掛中学校

第3位 森　帆乃花 広島県 佐伯中学校

30ｍの部（男女総合）

優勝 中澤 音羽 広島県 四季が丘小学校

準優勝 川原 直生 広島県 四季が丘小学校

第3位 糸永 奈保 福岡県 遠賀中学校

18ｍの部（男女総合）　

優勝 長加 唯央 山口県 太華中学校

準優勝 濱川 陽菜 山口県 鴻南中学校

第3位 木村 優斗 福岡県

10ｍの部（男女総合）　

優勝 藤井 涼太 山口県 良城小学校

準優勝 守山 妃奈希 山口県 高千帆小学校

第3位 守山 愛結奈 山口県 高千帆小学校
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60m男子の部　　　　　

優勝 中澤 音羽 広島県 四季ヶ丘中学校

準優勝 森山 輝一 福岡県 飯塚日新館中学校

第3位 川村 槙之介 山口県 平生中学校

60m女子の部

優勝 坂口 実優 愛知県 沓掛中学校

準優勝 山浦 芹菜 福岡県 友泉中学校

第3位 徳田 雪菜 山口県 秋穂中学校

30m18m男子の部

優勝 竹井　爽 福岡県 三輪小学校

準優勝 長加 唯央 山口県 太華中学校

第3位 大石 真心 広島県 佐伯中学校

30m18m女子の部

優勝 鮎川 千穂 山口県 岩国中学校

準優勝 古庄 日和子 福岡県 千早西小学校

第3位

18ｍ12ｍ男子の部

優勝 田中 舜也 山口県 岩国小学校

準優勝 河本 楓真 山口県 大殿小学校

第3位 木島　爽 山口県 大殿小学校

12ｍ6ｍ男子の部

優勝 奥田 悠介 山口県 慶進中学校

準優勝 高田 顕照 福岡県 須恵第３小学校

第3位 三浦　遊 山口県 三浦小学校

12ｍ6ｍ女子の部

優勝 二橋 天花 福岡県 猪位金学園小学校

準優勝 二橋 真音衣 福岡県 猪位金学園小学校

第3位 金子 陽紀 山口県 岐山小学校

60m男子の部　　　　　

優勝 岡本 昌大 山口県 上宇部中学校

準優勝 吉村 知弥 福岡県 高取中学校

第3位 長加 唯央 山口県 太華中学校

60m女子の部

優勝 徳田 雪菜 山口県 秋穂中学校

準優勝 古庄 日和子 福岡県 香椎第一中学校

第3位 和泉 るい 山口県 平川中学校

30m18m男子の部

優勝 上田 翔太 福岡県 日の里中学校

準優勝 田中 舜也 山口県 岩国中学校
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第3位 河本 楓真 広島県 大殿中学校

30m18m女子の部

優勝 古庄 千陽子 福岡県 千早西小学校

準優勝 泉　 凛心 福岡県 太宰府南小学校

第3位

18ｍ12ｍ女子の部

優勝 三隅 安稀 山口県 新川小学校

準優勝 二橋 真音衣 福岡県 猪位金学園小学校

第3位 小泉 千咲 山口県 上郷小学校
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