
 

第 8 回キッズテニス大会 IN SAITAMA 

2014 年 11 月 15 日（土） 

 

大会の部   参加１49 名（申し込み 159名） 

 

＜大会の部 上位入賞者＞ 

1・2 年男子 1・2 年女子 

1 位 北島 大輔（浦和 SC 中尾） 1 位 園部 八奏（与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 

2 位 小川 統世（ルネサンス浦和） 2 位 若菜 心咲（三浦 Jｒ.） 

3 位 小池 空斗（浦和 SC 駒場） 3 位 辰見 奈緒（道祖土小学校） 

3 位 森田 侑祐（島小学校） 3 位 山崎 梨咲子（浦和 SC 北浦和） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 高崎 航佑（浦和 SC 北浦和） ｺﾝｿﾚ 1 位 ｶﾞｰﾅｰﾘﾘｱﾝいろは（浦和 SC 天沼） 

３・４年男子 ３・４年女子 

1 位 宮市 隆正（浦和 SC 中尾） 1 位 八木 裕香（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 

2 位 堀 奏太（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 2 位 小島 愛子（三浦 Jr.） 

3 位 竹下 裕真（与野テニスクラブ） 3 位 小嶋 夏紀（浦和 SC 中尾） 

3 位 成田 舜（上落合キッズテニス） 3 位 小川 紗慧（ルネサンス浦和） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 高橋 源輝（浦和 SC 北浦和） ｺﾝｿﾚ 1 位 阪 さゆり（上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ） 

５・６年男子 ５・６年女子 

1 位 松野 雅之（新和キッズ） 1 位 八木 綾香（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 

2 位 佐野 徹平（新和キッズ） 2 位 橋本 沙耶（TC.大井ﾌｧﾐﾘｰ） 

3 位 佐藤 壮（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 3 位 永浜 真緒（久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞ） 

3 位 堀 大輝（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 3 位 秋本 萌里（久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞ） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 関口 太陽（松伏町立松伏小学校） ｺﾝｿﾚ 1 位 二瓶 世蘭（海老沼小学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1・２年男子  

予選リーグ
A 西  拳心 小池  空斗 藤田  いち 順位

1 西  拳心 ニシ  ケンシン 浦和SC中尾 ①2-9 ②9-5 3
2 小池  空斗 コイケ  ソラト 浦和SC駒場 ①9-2 ③ 1
3 藤田  いち フジタ  イチ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②5-9 ③9-4 2

 

B 元木  瑛哉 谷  亮佑 森田  侑祐 順位
4 元木  瑛哉 モトキ  テルヤ 浦和SC三室 ①3-9 ②3-9 3
5 谷  亮佑 タニ  リョウスケ 三浦Jr. ①9-3 ③7-9 2
6 森田  侑祐 モリタ  ユウスケ 島小学校 ②9-3 ③9-7 1

C 加藤  大雅 津幡  翔馬 順位
7 加藤  大雅 カトウ  タイガ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ① ② 1
8 津幡  翔馬 ツバタ  ショウマ クィーンズドームテニススクール ① ③ 2

② ③

Ｄ 奥田  壮紀 高崎  航佑 水町  唯人 順位
9 奥田  壮紀 オクダ  マサキ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-6 ②7-9 2

10 高崎  航佑 タカサキ  コウスケ 浦和SC北浦和 ①6-9 ③2-9 3
11 水町  唯人 ミズマチ  ユイト 新和キッズ ②9-7 ③9-2 1

E 小川  統世 金子  侑聖 中村  駿平 順位
12 小川  統世 オガワ  トウセイ ルネサンス浦和 ①9-3 ②9-5 1
13 金子  侑聖 カネコ  ユウセイ 浦和SC三室 ①3-9 ③5-9 3
14 中村  駿平 ナカムラ  シュンペイ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②5-9 ③9-5 2

F 小此木  陽向 北島  大輔 西村  太智 順位
15 小此木  陽向 オコノギ  ヒナタ 浦和SC三室 2-9 ①2-9 ② 2
16 北島  大輔 キタジマ  ダイスケ 浦和SC中尾 ①9-2 9-2 ③ 1
17 西村  太智 ニシムラ  ダイチ 高砂小学校 ② ③



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

決勝トーナメント
F1 キタジマ  ダイスケ

北島  大輔
A2 フジタ  イチ 5 キタジマ

藤田  いち ツバタ 9-6

C2 ツバタ  ショウマ 1 9-6

津幡  翔馬 キタジマ

B1 モリタ  ユウスケ  9 9-4

森田  侑祐 モリタ

E2 ナカムラ  シュンペイ 2 9-8 モリタ

中村  駿平 6 9-2
D1 ミズマチ  ユイト

水町  唯人 11 キタジマ

D2 オクダ  マサキ 9-5
奥田  壮紀

A1 コイケ  ソラト 7 コイケ

小池  空斗 コイケ 9-3

B2 タニ  リョウスケ 3 9-7
谷  亮佑 オガワ

C1 カトウ  タイガ  10 9-6

加藤  大雅 カトウ

F2 オコノギ  ヒナタ 4 9-5 オガワ

小此木  陽向 8 9-5
E1 オガワ  トウセイ

小川  統世  

コンソレ
A3 ニシ  ケンシン

西  拳心
E3 カネコ  ユウセイ 3 ニシ

金子  侑聖 9-8

C3 1 タカサキ

4 9-5
D3 タカサキ  コウスケ

 高崎  航佑 タカサキ

B3 モトキ  テルヤ 2 9-2
 元木  瑛哉

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC中尾

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

クィーンズドームテニススクール

島小学校

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

新和キッズ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC駒場

浦和SC三室

三浦Jr.

浦和SC三室

ルネサンス浦和

浦和SC中尾

浦和SC三室

浦和SC北浦和



 

 

  1・２年女子  

予選リーグ
A 小嶋  沙英 ｶﾞｰﾅｰ ﾋﾞﾋﾞｱﾝなのは 野村  美咲 順位

1 小嶋  沙英 コジマ  サエ 浦和SC中尾 ①9-7 ②9-4 1
2 ｶﾞｰﾅｰ ﾋﾞﾋﾞｱﾝなのは ビビアン  ナノハ 浦和SC天沼 ①7-9 ③9-4 2
3 野村  美咲 ノムラ  ミサキ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②4-9 ③4-9 3

B 園部  八奏 ｶﾞｰﾅｰ ﾘﾘｱﾝいろは 宮嶋  美咲 順位
4 園部  八奏 ソノベ  ワカナ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①9-4 ②9-8 1
5 ｶﾞｰﾅｰ ﾘﾘｱﾝいろは リリアン  イロハ 浦和SC天沼 ①4-9 ③6-9 3
6 宮嶋  美咲 ミヤジマ  ミサキ 浦和SC中尾 ②8-9 ③9-6 2

C 伊藤  鈴華 辰見  奈緒 若菜  心咲 順位
7 伊藤  鈴華 イトウ  スズカ 浦和SC中尾 ①6-9 ②5-9 3
8 辰見  奈緒 タツミ  ナオ 道祖土小学校 ①9-6 ③6-9 2
9 若菜  心咲 ワカナ  ミサ 三浦Jr. ②9-5 ③6-9 1

D 堀  小春 森田  七風 永嶋  唯愛 順位
10 堀  小春 ホリ  コハル 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ①9-2 ②6-9 1
11 森田  七風 モリタ  ナナカ 浦和SC駒場 ①2-9 ③9-5 3
12 永嶋  唯愛 ナガシマ  ユア 浦和SC天沼 ②9-6 ③5-9 2

E 金子  りみ 芳川  紗樹 堀越  一莉 順位
13 金子  りみ カネコ  リミ 三浦Jr. ① ②
14 芳川  紗樹 ヨシカワ  サキ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ①9-4 ③9-1 1
15 堀越  一莉 ホリコシ  ヒマリ 浦和SC天沼 ②4-9 ③1-9 2

F 久保田  莉緒 有吉  美彩子 藤島  詩帆 順位
16 久保田  莉緒 クボタ  リオ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ①3-9 ②4-9 3
17 有吉  美彩子 アリヨシ  ミサコ 浦和SC駒場 ①9-3 ③7-9 2
18 藤島  詩帆 フジシマ  シホ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9-4 ③9-7 1

G 平石  香奈 髙野  かりん 山崎  梨咲子 順位
19 平石  香奈 ヒライシ  カナ 浦和SC中尾 ①7-9 ②3-9 3
20 髙野  かりん タカノ  カリン 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-7 ③0-9 2
21 山崎  梨咲子 ヤマサキ  リサコ 浦和SC北浦和 ②9-3 ③9-0 1



 

  1.2位トーナメント
B1 ソノベ  ワカナ

園部  八奏
A2 ビビアン  ナノハ 7 ソノベ

ｶﾞｰﾅｰ ﾋﾞﾋﾞｱﾝなのは ホリ 9-5

D１ ホリ  コハル 1 9-2

堀  小春 ソノベ

C2 タツミ  ナオ  11 9-7

辰見  奈緒 タツミ

F1 フジシマ  シホ 2 9-1
藤島  詩帆  タツミ

E2 ホリコシ  ヒマリ 9 9-5
堀越  一莉 タカノ

G2 タカノ  カリン 3 9-5

髙野  かりん  ソノベ

A1 コジマ  サエ 13 9-3

小嶋  沙英 コジマ

B2 ミヤジマ  ミサキ 4 9-4
宮嶋  美咲

C1 ワカナ  ミサ 10 ワカナ

若菜  心咲 ワカナ 9-7

D2 ナガシマ  ユア 5 9-6
永嶋  唯愛 ワカナ

E1 ヨシカワ  サキ  12 9-8

芳川  紗樹 ヨシカワ

F2 アリヨシ  ミサコ 6 9-1 ヤマサキ

有吉  美彩子 8 9-7
G1 ヤマサキ  リサコ

山崎  梨咲子

3.4位トーナメント
E3

B3 リリアン  イロハ 4

ｶﾞｰﾅｰ ﾘﾘｱﾝいろは リリアン

C3 イトウ  スズカ 1 9-3
伊藤  鈴華  リリアン

G3 ヒライシ  カナ 6 9-7
平石  香奈 モリタ

D3 モリタ  ナナカ 2 9-5

 森田  七風 5 モリタ

A3 ノムラ  ミサキ 9-3

 野村  美咲 ノムラ

F3 クボタ  リオ 3 9-4
 久保田  莉緒

浦和SC北浦和

浦和SC中尾

三浦Jr.

浦和SC天沼

ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

浦和SC天沼

浦和SC中尾

浦和SC中尾

浦和SC天沼

浦和SC駒場

浦和SC中尾

浦和SC駒場

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

浦和SC天沼

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

道祖土小学校

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ



 

  ３・４年男子  
予選リーグ

A 長田  稀空 堀  奏太 新田  アキラ 順位
1 長田  稀空 オサダ  キラ 浦和SC中尾 4-9 9-1 2
2 堀  奏太 ホリ  ソウタ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ①9-4 9-5 1
3 新田  アキラ ニッタ  アキラ 浦和SC北浦和 ②1-9 ③5-9 3

B 黒田  丞太郎 石井  尭乃進 宮嶋  航司 順位
4 黒田  丞太郎 クロダ  ジョウタロウ 浦和SC北浦和 4-9 2-9 2
5 石井  尭乃進 イシイ  タカノシン ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ ①
6 宮嶋  航司 ミヤジマ  コウジ 浦和SC中尾 ②9-2 ③ 9-4 1

C 高橋  昂己 米谷  颯徒 順位
7 高橋  昂己 タカハシ  コウキ 浦和SC中尾 9-5 9-5 1
8 米谷  颯徒 ヨネタニ  ハヤト 浦和SC本太 9-5 5-9 5-9 2

② ③

D 内田  琳久 林  将生 高橋  源輝 順位
9 内田  琳久 ウチダ  リク 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ 7-9 9-5 2

10 林  将生 ハヤシ  ショウセイ 浦和SC中尾 ①9-7 9-8 1
11 高橋  源輝 タカハシ  ゲンキ 浦和SC北浦和 ②5-9 ③8-9 3

E 金子  隼士 松浦  慧音 山本  遥平 順位
12 金子  隼士 カネコ  ハヤト 三浦Jr.
13 松浦  慧音 マツウラ  ケイト 浦和SC中尾 ①9-4 9-6 1
14 山本  遥平 ヤマモト  ヨウヘイ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ②4-9 ③6-9 2

F 川島  孝斗 山田  雄飛 宮市  隆正 順位
15 川島  孝斗 カワシマ  コウト ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ①9-1 ②9-4 1
16 山田  雄飛 ヤマダ  ユウヒ 蓮沼小学校 ①1-9 ③0-9 3
17 宮市  隆正 ミヤイチ  リュウセイ 浦和SC中尾 ②4-9 ③9-0 2

G 菊地  悠斗 宮市  康正 大出  隼也 順位
18 菊地  悠斗 キクチ  ユウト 浦和SC北浦和 ① ②
19 宮市  康正 ミヤイチ  コウセイ 浦和SC中尾 ①9-5 9-4 ③ 1
20 大出  隼也 オオイデ  シュンヤ 海老沼小学校 ②5-9 ③4-9 2

H 大出  隼也 鳩宿  舜 竹下  裕真 順位
20 大出  隼也 オオイデ  シュンヤ 海老沼小学校 ① ②
21 鳩宿  舜 ハトヤ  シュン 浦和SC北浦和 7-9 9-8 ③8-9 2
22 竹下  裕真 タケシタ  ユウマ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ②9-7 ③8-9 9-7 1

I 小久保  敦崇 石田  和大 宮嶋  優佑 順位
23 小久保  敦崇 コクボ  ノブタカ 浦和SC北浦和 ①4-9 ②2-9 3
24 石田  和大 イシダ  カズヒロ 浦和SC天沼 ①9-7 ③3-9 2
25 宮嶋  優佑 ミヤジマ  ユウスケ 浦和SC中尾 ②9-2 ③9-3 1

J 小島  晴貴 高野  真 元木  琉人 順位
26 小島  晴貴 コジマ  ハルキ 三浦Jr. ①7-9 ②7-9 3
27 高野  真 タカノ  マコト 浦和SC北浦和 ①9-7 ③8-9 2
28 元木  琉人 モトキ  リュウト 浦和SC三室 ②9-7 ③9-8 1



 

  K 清水  勇悟 佐藤  優介 山根  煌 順位
29 清水  勇悟 シミズ  ユウゴ 浦和SC中尾 8-9 ①7-9 ② 2
30 佐藤  優介 サトウ  ユウスケ 浦和SC北浦和 ①9-8 9-7 ③ 1
31 山根  煌 ヤマネ  コウ 岸町小学校 ② ③

L 井原  輝貴 白木  應太 吉田  晃大 順位
32 井原  輝貴 イハラ  テルキ 城南小学校 ① ②
33 白木  應太 シラキ  オウタ 浦和SC本太 ①9-3 ③9-3 1
34 吉田  晃大 ヨシダ  コウダイ 浦和SC北浦和 ②3-9 ③ 3-9 2

M 髙野  葉介 鈴木  大輔 高崎  佑真 順位
35 髙野  葉介 タカノ  ヨウスケ 浦和SC中尾 ①9-8 ②9-4 1
36 鈴木  大輔 スズキ  ダイスケ 浦和SC本太 ①8-9 ③9-3 2
37 高崎  佑真 タカサキ  ユウシン 浦和SC北浦和 ②4-9 ③3-9 3

N 岡田  尚悟 竹田  陸人 成田  舜 順位
38 岡田  尚悟 オカダ  ショウゴ 浦和SC中尾 ①9-7 ②8-9 2
39 竹田  陸人 タケダ  リクト 浦和SC天沼 ①7-9 ③5-9 3
40 成田  舜 ナリタ  シュン 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9-8 ③9-5 1

コンソレ
N3 タケダ  リクト

竹田  陸人
B3 5

L3 1
タカハシ

D3 タカハシ  ゲンキ  9 9-6

高橋  源輝
E3 2 タカハシ

6 9-0
F3 ヤマダ  ユウヒ

山田  雄飛 11 タカハシ

A3 ニッタ  アキラ 9-4
新田  アキラ

H3 7 コクボ

9-3
I3 コクボ  ノブタカ 3

小久保  敦崇 タカサキ

J3 コジマ  ハルキ  10 9-5
小島  晴貴

K3 4 タカサキ

8 9-5
M3 タカサキ  ユウシン

高崎  佑真  

浦和SC天沼

浦和SC北浦和

浦和SC北浦和

浦和SC北浦和

三浦Jr.

蓮沼小学校

浦和SC北浦和



 

 

  

決勝トーナメント
B1 ミヤジマ  コウジ

宮嶋  航司 ミヤジマ

A2 オサダ  キラ 13 9-3
長田  稀空 タカハシ

C1 タカハシ  コウキ 1 9-5

高橋  昂己 ミヤイチ

D2 ウチダ  リク  21 9-7
内田  琳久 マツウラ

E1 マツウラ  ケイト 2 9-7

松浦  慧音  ミヤイチ

F2 ミヤイチ  リュウセイ 14 9-4

宮市  隆正 ミヤイチ（リ）

G1 ミヤイチ  コウセイ 3 9-4
宮市  康正  ミヤイチ

H1 タケシタ  ユウマ 25 9-5

竹下  裕真 タケシタ

I2 イシダ  カズヒロ 4 9-1
石田  和大

J1 モトキ  リュウト 15 タケシタ

元木  琉人 シミズ 9-8

K2 シミズ  ユウゴ 5 9-5

清水  勇悟 タケシタ

N2 オカダ  ショウゴ  22 9-7

岡田  尚悟 オカダ

M2 スズキ  ダイスケ 6 9-4
鈴木  大輔  シラキ

L1 シラキ  オウタ 16 9-7

白木  應太 ミヤイチ

A1 ホリ  ソウタ 27 9-6

堀  奏太 ホリ

B2 クロダ  ジョウタロウ 17 9-5
黒田  丞太郎 ヨネタニ

C2 ヨネタニ  ハヤト 7 9-6

米谷  颯徒 ホリ

D1 ハヤシ  ショウセイ  23 9-5

林  将生 ハヤシ

E2 ヤマモト  ヨウヘイ 8 9-7
山本  遥平  カワシマ

F1 カワシマ  コウト 18 9-4

川島  孝斗 カワシマ

G2 オオイデ  シュンヤ 9 9-8
大出  隼也  ホリ

H2 ハトヤ  シュン 26 9-5
鳩宿  舜 ミヤジマ

I1 ミヤジマ  ユウスケ 10 9-4

宮嶋  優佑
J2 タカノ  マコト 19 ミヤジマ

高野  真 サトウ 9-5

K1 サトウ  ユウスケ 11 9-8

佐藤  優介 ナリタ

L2 ヨシダ  コウダイ  24 9-5
吉田  晃大 タカノ

M1 タカノ  ヨウスケ 12 9-2

髙野  葉介  ナリタ

N1 ナリタ  シュン 20 9-8

成田  舜

浦和SC中尾

浦和SC中尾

浦和SC中尾

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

浦和SC中尾

浦和SC中尾

浦和SC中尾

浦和SC中尾

浦和SC三室

浦和SC本太

浦和SC中尾

浦和SC北浦和

浦和SC本太

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

浦和SC天沼

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

浦和SC北浦和

海老沼小学校

浦和SC北浦和

浦和SC中尾

浦和SC本太

浦和SC北浦和

浦和SC中尾

浦和SC北浦和

浦和SC中尾

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ



 

  ３・４年女子  
予選リーグ

A 荒幡  藍衣 山口  歩花 阪  さゆり 順位
1 荒幡  藍衣 アラハタ  アイ 浦和SC本太 ①9-7 ②9-8 1
2 山口  歩花 ヤマグチ  ホノカ 浦和SC中尾 ①7-9 ③9-8 2
3 阪  さゆり サカ  サユリ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②8-9 ③8-9 3

B 竹野谷  美佳 森  涼乃 小林  香純 順位
4 竹野谷  美佳 タケノヤ  ミカ 浦和SC本太 ①4-9 ②1-9 2
5 森  涼乃 モリ  スズノ 三浦Jr. ① ③
6 小林  香純 コバヤシ  カスミ 浦和SC中尾 ②9-4 ③9-1 1

C 梅崎  愛未 本  侑梨 小嶋  夏紀 順位
7 梅崎  愛未 ウメザキ  ナルミ 浦和SC本太 ①9-7 ②7-9 2
8 本  侑梨 モト  ユリ 三浦Jr. ①3-9 ③2-9 3
9 小嶋  夏紀 コジマ  ナツキ 浦和SC中尾 ②9-7 ③9-2 1

Ｄ ｶﾞｰﾅｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｰすみれ 結城  綾愛 富山  菜月 順位
10 ｶﾞｰﾅｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｰすみれ アンジェリー  スミレ 浦和SC天沼 ①9-7 ②9-7 1
11 結城  綾愛 ユウキ  アヤメ 日進北小学校 ①7-9 ③9-3 3
12 富山  菜月 トミヤマ  ナツキ 三浦Jr. ②7-9 ③3-9 2

E 新田  帆乃香 有吉  美衣奈 加藤  聖菜 順位
13 新田  帆乃香 ニッタ  ホノカ 浦和SC北浦和 ①9-4 ②0-9 3
14 有吉  美衣奈 アリヨシ  ミイナ 木崎小学校 ①4-9 ③4-9 2
15 加藤  聖菜 カトウ  セイナ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9-0 ③9-4 1

F 柴田  梨那 阿部  七重 竹野谷  愛美 順位
16 柴田  梨那 シバタ  リナ 浦和SC中尾 ①9-2 ②9-4 1
17 阿部  七重 アベ  ナナエ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①2-9 ③0-9
18 竹野谷  愛美 タケノヤ  マナミ 浦和SC本太 ②4-9 ③9-0 2

G 蓮沼  尚美 小川  紗慧 森田  涼葉 順位
19 蓮沼  尚美 ハスヌマ  ナオミ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①1-9 ②1-9 3
20 小川  紗慧 オガワ  サエ ルネサンス浦和 ①9-1 ③9-2 1
21 森田  涼葉 モリタ  スズハ 浦和SC本太 ②9-1 ③2-9 2

H 木村  友希乃 結城  美莉愛 曽木  萌花 順位
22 木村  友希乃 キムラ  ユキノ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-8 ②6-9 2
23 結城  美莉愛 ユウキ  ミリヤ 日進北小学校 ①8-9 ③2-9 3
24 曽木  萌花 ソキ  モエカ 浦和SC北浦和 ②9-6 ③2-9 1

I 浅井  杏南 重吉  梨湖 徳永  和 順位
25 浅井  杏南 アサイ  アンナ 三浦Jr. ①8-9 ②4-9 3
26 重吉  梨湖 シゲヨシ  リコ 浦和SC天沼 ①9-8 ③9-8 1
27 徳永  和 トクナガ  ノドカ 浦和SC本太 ②9-4 ③8-9 2

J 土方  優希 小島  愛子 八木  裕香 順位
28 土方  優希 ヒジカタ  ユキ 浦和SC中尾 ①4-9 ②2-9 3
29 小島  愛子 コジマ  アイコ 三浦Jr. ①9-4 ③9-6 1
30 八木  裕香 ヤギ  ユウカ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ②9-2 ③6-9 2



 

  

決勝トーナメント
G1 オガワ  サエ

小川  紗慧 オガワ

A2 ヤマグチ  ホノカ 7 9-8
山口  歩花 ウメザキ

C2 ウメザキ  ナルミ 1 9-5 13

梅崎  愛未 オガワ

H1 ソキ  モエカ 9-3

曽木  萌花 ソキ

B2 タケノヤ  ミカ 5 9-3
竹野谷  美佳 ヤギ

D1 アンジェリー  スミレ 17 9-2

ｶﾞｰﾅｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｰすみれ アンジェリー

I1 シゲヨシ  リコ 6 9-3
重吉  梨湖 ヤギ

J2 ヤギ  ユウカ 14 9-2

八木  裕香 ヤギ

F2 タケノヤ  マナミ 2 9-3 ヤギ

竹野谷  愛美 8 9-1
E1 カトウ  セイナ

加藤  聖菜
F1 シバタ  リナ 19 ヤギ

柴田  梨那 モリタ 9-6

E2 アリヨシ  ミイナ 11 9-7
有吉  美衣奈 モリタ

G2 モリタ  スズハ 3 9-1 15

森田  涼葉 コジマ

A1 アラハタ  アイ 9-5
荒幡  藍衣 コジマ

J1 コジマ  アイコ 9 9-6

小島  愛子 アイコ

B1 コバヤシ  カスミ 18 9-8
小林  香純 トミヤマ

D2 トミヤマ  ナツキ 10 9-7

富山  菜月 コジマ

I2 トクナガ  ノドカ 16 9-4

徳永  和 トクナガ

H2 キムラ  ユキノ 4 9-5 コジマ

木村  友希乃 12 9-6
C1 コジマ  ナツキ

小嶋  夏紀

コンソレ
A3 サカ  サユリ

阪  さゆり サカ

E3 ニッタ  ホノカ 5 9-3

新田  帆乃香 ニッタ

H3 ユウキ  ミリヤ 1 9-2 7
結城  美莉愛 サカ

D3 ユウキ  アヤメ 9-3
結城  綾愛 モト

C3 モト  ユリ 3 9-2

本  侑梨 サカ

F3 9 9-3

G3 ハスヌマ  ナオミ 4
蓮沼  尚美 ヒジカタ

B3 8 9-5

I3 アサイ  アンナ 2  ヒジカタ

浅井  杏南 6 9-2
J3 ヒジカタ  ユキ

土方  優希

三浦Jr.

浦和SC中尾

浦和SC中尾

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

三浦Jr.

浦和SC中尾

三浦Jr.

浦和SC本太

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

三浦Jr.

浦和SC北浦和

浦和SC天沼

日進北小学校

日進北小学校

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC北浦和

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

浦和SC本太

浦和SC本太

浦和SC天沼

浦和SC本太

浦和SC本太

ルネサンス浦和

浦和SC中尾

木崎小学校

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC中尾

浦和SC本太



 

  ５・６年男子  
予選リーグ

Ａ 小山  結人 野口  聖 西村  太遥 順位
1 小山  結人 コヤマ  ユイト 大砂土東小学校 1-9 ①2-9 ② 2
2 野口  聖 ノグチ  ショウ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 ①9-1 9-2 ③ 1
3 西村  太遥 ニシムラ  タイヨウ 高砂小学校 ② ③

B 関口  太陽 望月  彬平 松野  雅之 順位
4 関口  太陽 セキグチ  タイヨウ 松伏町立松伏小学校 ①5-9 ②3-9 3
5 望月  彬平 モチヅキ  アキヒラ 浦和SC本太 ①9-5 ③9-5 1
6 松野  雅之 マツノ  マサユキ 新和キッズ ②9-3 ③5-9 2

C 佐藤  壮 星野  僚汰 増田  悠人 順位
7 佐藤  壮 サトウ  タケル 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ①9-5 ②9-2 1
8 星野  僚汰 ホシノ  リョウタ 浦和SC三室 ①5-9 ③5-9 3
9 増田  悠人 マスダ  ユウト 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②2-9 ③9-5 2

D 須田  橘平 堀  大輝 松島  一生 順位
10 須田  橘平 スダ  キッペイ 浦和SC本太 ①3-9 ②8-9 3
11 堀  大輝 ホリ  ダイキ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ①9-3 ③6-9 2
12 松島  一生 マツシマ  イッセイ 三浦Jr. ②9-8 ③9-8 1

E 近藤  雄太 蓮沼  政男 藤沢  光 順位
13 近藤  雄太 コンドウ  ユウタ 三浦Jr. ①9-5 ②9-3 1
14 蓮沼  政男 ハスヌマ  マサオ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①5-9 ③5-9 3
15 藤沢  光 フジサワ  ヒカル 浦和SC三室 ②3-9 ③9-5 2

F 田口  智也 曾田  飛来 本  創吉 順位
16 田口  智也 タグチ  トモヤ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①6-9 ②8-9 3
17 曾田  飛来 アイダ  ヒライ 新和キッズ ①9-6 ③9-5 1
18 本  創吉 モト  ソウキチ 三浦Jr. ②9-8 ③5-9 2

G 新田  雅斗 佐野  徹平 順位
19 新田  雅斗 ニッタ  マサト 浦和SC中尾 ①1-9 ②1-9 2
20 佐野  徹平 サノ  テッペイ 新和キッズ ①9-1 ③9-1 1

② ③

H 多田  裕登 浅利  敬史 元木  蒼太 順位
21 多田  裕登 タダ  ヒロト 浦和SC北浦和 ①8-9 ②7-9 3
22 浅利  敬史 アサリ  タカフミ ITDｱｶﾃﾞﾐｰ ①9-8 ③9-6 1
23 元木  蒼太 モトキ  ソウタ 浦和SC三室 ②9-7 ③6-9 2

I 辰見  祐介 大塚  達哉 森田  昌紘 順位
24 辰見  祐介 タツミ  ユウスケ 道祖土小学校 ①9-6 ②9-2 1
25 大塚  達哉 オオツカ  タツヤ 木崎小学校 ①6-9 ③9-5 2
26 森田  昌紘 モリタ  マサヒロ 島小学校 ②2-9 ③5-9 3

J 園部  錬 八色  悟史 茂木  上総 順位
27 園部  錬 ソノベ  レン 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①5-9 ②8-9 3
28 八色  悟史 ヤイロ  サトシ 浦和SC本太 ①9-5 ③9-6 1
29 茂木  上総 モギ  カズサ アクロス戸田 ②9-8 ③6-9 2



 

  

決勝トーナメント
G1 サノ  テッペイ

佐野  徹平 サノ

C2 マスダ  ユウト 7 9-1
増田  悠人 モギ

J2 モギ  カズサ 1 9-3 13

茂木  上総 サノ

H1 アサリ  タカフミ 9-2
浅利  敬史 モト

F2 モト  ソウキチ 5 9-8

本  創吉 サノ

A1 ノグチ  ショウ 17 9-3

野口  聖 ノグチ

I1 タツミ  ユウスケ 6 9-5
辰見  祐介 ホリ

D2 ホリ  ダイキ 14 9-7

堀  大輝 ホリ

E2 フジサワ  ヒカル 2 9-5 ホリ

藤沢  光 8 9-5
B1 モチヅキ  アキヒラ

望月  彬平 マツノ

C1 サトウ  タケル 19 9-7

佐藤  壮 サトウ

A2 コヤマ  ユイト 11 9-4

小山  結人 コヤマ

G2 ニッタ  マサト 3 9-4 15
新田  雅斗 サトウ

D1 マツシマ  イッセイ 9-8
松島  一生 ヤイロ

J1 ヤイロ  サトシ 9 9-0

八色  悟史 マツノ

E1 コンドウ  ユウタ 18 9-3

近藤  雄太 コンドウ

I2 オオツカ  タツヤ 10 9-5
大塚  達哉 マツノ

H2 モトキ  ソウタ 16 9-0
元木  蒼太 マツノ

B2 マツノ  マサユキ 4 9-7 マツノ

松野  雅之 12 9-7
F1 アイダ  ヒライ

曾田  飛来

コンソレ
A3

E3 ハスヌマ  マサオ 5
蓮沼  政男 ソノベ

G3 ソノベ  レン 1 9-3 7

園部  錬 セキグチ

D3 スダ  キッペイ 9-6
須田  橘平 セキグチ

B3 セキグチ  タイヨウ 2 9-7

関口  太陽 セキグチ

F3 タグチ  トモヤ 8 9-7
田口  智也 ホシノ

C3 ホシノ  リョウタ 3 9-8

星野  僚汰 モリタ

H3 タダ  ヒロト 6 9-6
多田  裕登 モリタ

I3 モリタ  マサヒロ 4 9-7

森田  昌紘

新和キッズ

島小学校

浦和SC三室

浦和SC北浦和

松伏町立松伏小学校

浦和SC本太

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

新和キッズ

三浦Jr.

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和

道祖土小学校

浦和SC中尾

浦和SC三室

大砂土東小学校

三浦Jr.

木崎小学校

浦和SC本太

三浦Jr.

新和キッズ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

アクロス戸田

ITDｱｶﾃﾞﾐｰ

浦和SC三室

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

浦和SC本太



 

  ５・６年女子  
予選リーグ

Ａ 永濱  真緒 大輪  莉奈 間崎  琴音 順位
1 永濱  真緒 ナガハマ  マオ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-6 ②9-1 1
2 大輪  莉奈 ダイリン  リナ 海老沼小学校 ①6-9 ③6-9 3
3 間崎  琴音 マザキ  コトネ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②1-9 ③9-6 2

Ｂ 八木  彩香 髙野  くるみ 星野  優姫 順位
4 八木  彩香 ヤギ  アヤカ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ①9-0 ②9-3 1
5 髙野  くるみ タカノ  クルミ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①0-9 ③4-9 3
6 星野  優姫 ホシノ  ユウキ 大砂土東小学校 ②3-9 ③9-4 2

C 橋本  沙耶 徳山  奈南 宮原  慶 順位
7 橋本  沙耶 ハシモト  サヤ TC.大井ﾌｧﾐﾘｰ ①9-1 ②9-6 1
8 徳山  奈南 トクヤマ  ナナ 浦和SC三室 ①1-9 ③4-9 3
9 宮原  慶 ミヤハラ  ケイ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ②6-9 ③9-4 2

Ｄ 神下  愛実 涌井  萌花 金子  千愛 順位
10 神下  愛実 カミシタ  ナルミ 三浦Jr. ①6-9 ②9-2 1
11 涌井  萌花 ワクイ  モエカ 新和キッズ ①9-6 ③8-9 2
12 金子  千愛 カネコ  チナ 浦和SC三室 ②2-9 ③9-8 3

E 和田  真奈 二瓶  世蘭 横田  結香 順位
13 和田  真奈 ワダ  マナ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-3 ②9-4 1
14 二瓶  世蘭 ニヘイ  セイラ 海老沼小学校 ①3-9 ③4-9 3
15 横田  結香 ヨコタ  ユイカ 大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ ②4-9 ③9-4 2

F 草野  里奈 大出  優衣 秋本  萌里 順位
16 草野  里奈 クサノ  リナ 新和キッズ ①9-4 ②9-6 1
17 大出  優衣 オオイデ  ユイ 海老沼小学校 ①4-9 ③6-9 2
18 秋本  萌里 アキモト  モエリ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ② ③

G 林  愛美 深草  なつみ 秋本  萌里 順位
19 林  愛美 ハヤシ  マナミ 新和キッズ ①3-9 ②3-9 2
20 深草  なつみ フカクサ  ナツミ 日進北小学校 ① ③
18 秋本  萌里 アキモト  モエリ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9-3 ③9-3 1

H 新井  りん花 福澤  はるか 順位
21 新井  りん花 アライ  リンカ 大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ ①7-9 ②4-9 2
22 福澤  はるか フクザワ  ハルカ 浦和SC天沼 ①9-7 ③9-4 1

② ③



 

 決勝トーナメント
B1 ヤギ  アヤカ

八木  彩香 ヤギ

A2 マザキ  コトネ 1 9-4
間崎  琴音 ヤギ

D１ カミシタ  ナルミ 9 9-5
神下  愛実 ミヤハラ

C2 ミヤハラ  ケイ 2 9-7

宮原  慶 ヤギ

F1 クサノ  リナ  13 9-5

草野  里奈 クサノ

E2 ヨコタ  ユイカ 3 9-3
横田  結香  ナガハマ

G2 ハヤシ  マナミ 10 9-2
林  愛美 ナガハマ

A1 ナガハマ  マオ 4 9-2

永濱  真緒  ヤギ

B2 ホシノ  ユウキ 15 9-6
星野  優姫 ハシモト

C1 ハシモト  サヤ 5 9-2

橋本  沙耶
D2 ワクイ  モエカ 11 ハシモト

涌井  萌花 ワダ 9-4

E1 ワダ  マナ 6 9-2

和田  真奈 ハシモト

H2 アライ  リンカ  14 9-2
新井  りん花 アキモト

G1 アキモト  モエリ 7 9-4

秋本  萌里  アキモト

H1 フクザワ  ハルカ 12 9-7

福澤  はるか フクザワ

F2 オオイデ  ユイ 8 9-3
大出  優衣

コンソレ
A3 ダイリン  リナ

大輪  莉奈
E3 ニヘイ  セイラ 3 ニヘイ

二瓶  世蘭 ニヘイ 9-8

B3 タカノ  クルミ 1 9-2
髙野  くるみ  ニヘイ

D3 カネコ  チナ 5 9-7
金子  千愛 トクヤマ

C3 トクヤマ  ナナ 2  9-4

徳山  奈南 4
F3

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

三浦Jr.

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

新和キッズ

TC.大井ﾌｧﾐﾘｰ

浦和SC三室

海老沼小学校

海老沼小学校

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC三室

新和キッズ

大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ

新和キッズ

浦和SC天沼

海老沼小学校

大砂土東小学校


