
小学1年生男子の部
優　勝 髙橋　幸希
準優勝 岡屋敷珀空
第3位 小元　大翔

小元　大翔 （推） 1

岡屋敷珀空 （旭） 2

小林　眞己 (推） 5

優　勝髙橋　幸希 （推） 3

五味　悠晟 （崇） 4



小学2年生男子の部
優　勝 加川琥弥太
準優勝 榊原　琉成
第3位 黒﨑　結斗

Aリーグ

Bリーグ Dリーグ

Cリーグ

川口　夢花

椎野　海風 （田） 9

榊原　琉成 （敬） 10

宍戸　駿斗 （富） 7

優　勝

阪田桜二郎 （富） 8

竹見　誠人 （敬） 5

櫻井  　陽 （推） 6

本多　　海 （目） 3

黒﨑　結斗 （岡） 4

加川琥弥太 （敬） 1

齋藤　智哉 （富） 2



小学3年生男子の部
優　勝 鎌田　怜俐
準優勝 芹沢　碧月
第3位 宇治川嵩留
第3位 山岸　峻惇

Aリーグ

Bリーグ

Cリーグ

川口　夢花

Dリーグ

鎌田　怜俐 （敬）

伊藤　奨真 （敬）

4

5

1

原　　大和 （南） 2

芳野　　颯 （崇） 3

宇治川嵩留 （岡）

7

6

山岸　峻惇 （岡） 8

優　勝

小林　佑輔 （南）

小松原大雅 （北）

堀江　　迅 （南） 9

榊原虎太郎 （目） 10

深尾　明輝 （南） 11

田中　勇伍 （岡） 12

芹沢　碧月 （敬） 13



小学4年生男子の部
優　勝 水谷　康希
準優勝 荒巻　維新
第3位 黒﨑　大智

Aリーグ

Bリーグ

 1: 1-2  7: 5-7
 2: 3-4  8: 6-8
 3: 5-6  9: 1-4

 4: 7-8 10: 2-3
 5: 1-3 11: 5-7
 6: 2-4 12: 6-7

試合順
A-B

矢野　佑哉 （目） 7

荒巻　維新 （敬） 8

北村　薫幹 （推） 5

優　勝

黒﨑　大智 （岡） 6

髙橋　幸佑 （推） 3

吉澤　一鷹 （富） 4

水谷　康希 （敬） 1

小林　秦心 （推） 2

吉澤　一鷹 （富）

黒﨑　大智 （岡）

3位



小学5年生男子の部
優　勝 宍戸　颯真
準優勝 長尾　晃基
第3位 小瀬村　蒼

Aリーグ

Bリーグ Dリーグ

Cリーグ

笹生　陽仁 （南） 10

川口　夢花 （推） 11

優　勝

相原　聖愁 （推） 8

米澤　健人 （目） 9

阪田桂一朗 （富） 6

山﨑　晴生 （横） 7

内河　　凛 （推） 5

宍戸　颯真 （富） 1

小元　秋飛 （推） 2

松岡洋志直 （南） 3

長尾　晃基 （岡） 4



小学6年生男子の部
優　勝 成松虎汰郎
準優勝 大場　一悟
第3位 清野　壮陽
第3位 室伏　亮哉

Aリーグ

Bリーグ

Cリーグ

Ｄリーグ

塚本　哲也 （敬） 12

石岡　勇輝 （岡） 13

大場　一悟 （田） 14

坂元　太一 （旭） 10

川口　夢花 （目） 11

優　勝

室伏　亮哉 （敬） 8

藤田　悠誠 （横） 9

鶴巻颯太郎 （富） 6

佐藤　歩真 （目） 7

清野　壮陽 （田） 1

丹羽蔵之介 （敬） 2

山岸　凱慈 （岡） 5

堀江　　類 （南） 3

成松虎汰郎 （敬） 4



小学1、2年生女子の部
優　勝 堀江　実里
準優勝 芳野　瑛海
第3位 齋藤佑希海

Aリーグ

Bリーグ Dリーグ

Cリーグ

優　勝

川口　結花 （田） 3

齋藤佑希海 （富） 6

崇島　　梓 （旭） 4

佐藤　心絆 （目） 5

堀江　実里 （敬） 1

吉澤　初衣 （富） 2

（崇） 9

三輪　千夏 （富） 7

本多　莉緒 （目） 8

芳野　瑛海



小学3、4年生女子の部
優　勝 川口　夢花
準優勝 今井　璃音
第3位 松島　留那
第3位 内河　乃愛

Aリーグ

Bリーグ

Cリーグ

Ｄリーグ

（富） 16

味間　希望 （目） 14

関野真利亜 （田） 15

優　勝

結城実和子 （北） 9

田中　　葵 （旭） 10

齋藤海乃里 （富） 7

松島　留那 （田） 8

佐藤　栞恩 （旭） 5

宇都　珠希 （横） 6

栗原ちひろ （北） 3

田辺　一花 （目） 4

今井　璃音 （田） 1

栗山　蓮叶 （富） 2

内河　乃愛 （推） 17

伊東ゆづき （富） 13

川口　夢花 （田） 11

味間　夏海 （目） 12

小林柚莉子



小学5、6年生女子の部
優　勝 堀江　紗奈
準優勝 神賀　愛子
第3位 斯波佳奈美
第3位 薄　明日香

Aリーグ

Bリーグ

Cリーグ

Ｄリーグ

崇島　　渚 （旭） 14

神賀　愛子 （敬） 9

宮脇　優芽 （目） 10

冠　茉佑花 （目） 5

小長井晴彩 （横） 6

山本　望結 （崇） 3

猪俣　沙奈 （敬） 4

堀江　紗奈 （敬） 1

北村ふうか （北） 2

優　勝

五味　結花 （崇） 12

薄　明日香 （敬） 13

斯波佳奈美 （敬） 7

芳野　日香 （崇） 8

川口　夢花 （敬） 11



中学1年生男子の部
優　勝 今井　月翔
準優勝 栗山　凜也
第3位 渡辺　慎也
第3位 本多　留偉
＊G、Hリーグ2位の選手は第3位とする

Aリーグ

Bリーグ Gリーグ

Cリーグ

Dリーグ

Eリーグ Hリーグ

Fリーグ

（崇）

栗山　凜也 （富） 22

吉田　逢久 （大野） 20

田中　信成 （旭） 21

17

18

19

長津　大雅 （南） 13

（目）

緑川　友貴 （大野）

16

15

本多　留偉

（大野）

森澤　慶太 （中原）

蒲田　倖大

14

（岡） 10

12林　　京佑

川口　夢花 （富） 11

芹沢　悠雅 （中原）

谷中　日優

（中原）

村上　敬祐 （横）

上田　唯翔 （中等） 7

松岡　諒達 （大野） 8

亀田　亮平 （大野） 5

渡辺　慎也 （南） 6

今井　月翔 （田） 1

門脇　　翔 （大野） 2

9

米澤　利久 （目） 3

吉田　康生 （中原） 4

結城　昴牙

優　勝



中学2、3年生男子の部
優　勝 佐藤　睦月
準優勝 内山　亮二
第3位 松島　和弥
第3位 今井　海聖

Aリーグ       Eリーグ

Bリーグ
      Fリーグ

Cリーグ      Gリーグ

Ｄリーグ       Hリーグ

優勝

25 今井　海聖 （田）

23 坂本　獅緒 （旭）

24 磯部　笙蔵 （富）

18 髙橋　　響 （大野）

19 米田　航成 （中等）

22

稗田　翔生

渡邉　隼羽

13 内山　亮二 （田）

14 坂元　陸駆 （旭）

山﨑　大麒 （岡） 9

松崎　匠真 （金旭） 7

塩野　海志 （南） 8

佐藤　睦月 （田） 6

堀江　　麦 （南） 4

今井　勇太 （旭） 5

岩島　正悟 （敬） 1

野口　敦也 （富） 2

松島　和弥 （田） 12

今井　翔太 （中原） 10

横尾　　怜 （中等） 11

山根　知晃

（岡）

（敬）

（大野）

20

21

五嶋　颯汰 （大野） 3

16 笹生　悠介 （南）

17 田辺　英翔 （中原）

15 宇治川稜祐 （岡）



中学1年生女子の部
優　勝 佐藤　愛華
準優勝 前田　華穂
第3位 草川　　碧
第3位 大城　桃子

＊G、Hリーグ2位の選手は第3位とする

Aリーグ

Bリーグ Gリーグ

Cリーグ

川口　夢花

Ｄリーグ

Eリーグ Hリーグ

Fリーグ

青柳　心菜 （中原） 11

原　　杏胡 （中原） 14

佐藤　紗良 （岡） 12

鈴木　那緒 （中原） 13

大城　桃子 （田） 15

高平　真宇 （中原） 6

佐藤　愛華 （岡） 10 優　勝

荒巻　日和 （敬） 1

吉本　朱里 （中原） 2

芦野　花奈 （富） 3

草川　　碧 （中原） 4

佐藤　陽麗 （旭） 5

新谷美沙希 （富） 8

平澤　志帆 （中原） 9

沼田実乃里 （中原） 7

斉藤　優佳 （旭） 16

若林　眞子 （中原） 17

小林あかり （崇） 18

前田　華穂 （富） 19



中学2、3年生女子の部
優　勝 尾﨑　真昼
準優勝 井上かえで
第3位 吉田　奈央
第3位 杉立　　郁

Aリーグ

Bリーグ

Cリーグ

Dリーグ

吉田　奈央 （中等） 1

遠藤　紗香 （中原） 2

遠藤　由椛 （大野） 3

稲垣　　謡 （崇） 5

畠山友理子 （中等） 6

尾﨑　真昼 （敬） 4

田中　里奈 （中原） 8

石岡　咲幸 （岡） 7

優　勝

（推） 12

木戸口絢香 （中等） 10

井上かえで （崇） 11

杉立　　郁 （南） 9

城田陽菜乃


