
 

2013 年 11 月 14 日（県民の日） 

 

        大会の部   参加１６８名（申し込み 174名） 

教室の部   参加 ４４名 

 

 

＜大会の部 上位入賞者＞ 

1・2 年男子 1・2 年女子 

1 位 岡田 尚悟（浦和 SC 駒場） 1 位 柴田 梨那（浦和 SC 中尾） 

2 位 堀 奏太（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 2 位 加藤 聖菜（上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ） 

3 位 北島 大輔（浦和 SC 駒場） 3 位 山口 歩花（浦和 SC 中尾） 

3 位 岩田 周悟（上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ） 3 位 佐藤 杏花（上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 下野 秀真（７C.C 浦和） ｺﾝｿﾚ 1 位 竹野谷 美佳（浦和 SC 駒場） 

３・４年男子 ３・４年女子 

1 位 石井 尭乃進（川口ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ） 1 位 橋本 沙耶（TC 大井ﾌｧﾐﾘｰ） 

2 位 八色 悟史（浦和 SC 本太） 2 位 和田 真奈（金森ｼﾞｭﾆｱ） 

3 位 園部 錬（浦和 SC 本太） 3 位 小川 紗慧（大戸小学校） 

3 位 堀 大輝（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 3 位 大河原 惟（与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 梅田 航希（与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） ｺﾝｿﾚ 1 位 小嶋 夏紀（浦和 SC 駒場） 

５・６年男子 ５・６年女子 

1 位 佐野 徹平（新和キッズ） 1 位 八木 彩香（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 

2 位 林 貴大（新和キッズ） 2 位 小室 すず（久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞ） 

3 位 曾田 飛来（新和キッズ） 3 位 草野 里奈（新和キッズ） 

3 位 松野 雅之（新和キッズ） 3 位 永浜 真緒（久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞ） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 茶谷 篤輝（浦和 SC 本太） ｺﾝｿﾚ 1 位 木村 水優（久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞ） 

 

 

 

 

 



  

Ａ 奥田 壮紀 森田 侑祐 小久保 敦崇 順位
1 奥田 壮紀 オクダ マサキ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-8 ②9-6 1
2 森田 侑祐 モリタ ユウスケ 島小学校 ①8-9 ③9-5 2
3 小久保 敦崇 コクボ ノブタカ 浦和SC北浦和 ②6-9 ③5-9 3

 

Ｂ 加藤 大雅 五十嵐 友優 コットン 蓮 順位
4 加藤 大雅 カトウ タイガ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①2-9 ②4-9 3
5 五十嵐 友優 イカラシ ユウヤ 向小学校 ①9-2 ③9-6 1
6 コットン 蓮 コットン レン 浦和SC駒場 ②9-4 ③6-9 2

Ｃ 北島 大輔 岩田 周悟 下野 秀真 順位
7 北島 大輔 キタジマ ダイスケ 浦和SC駒場 ①9-5 ②9-8 1
8 岩田 周悟 イワタ シュウゴ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①5-9 ③9-8 2
9 下野 秀真 シモノ シュウマ ７C.C.浦和 ②8-9 ③8-9 3

Ｄ 小池 空斗 内田 琳久 山崎 陽大 順位
10 小池 空斗 コイケ ソラト 浦和SC駒場 ①4-9 ②5-9 3
11 内田 琳久 ウチダ リク 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-4 ③9-5 1
12 山崎 陽大 ヤマザキ ハルト 戸田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ②9-5 ③5-9 2

E 栗原 裕貴 大出 隼也 竹田 陸人 順位
13 栗原 裕貴 クリハラ ユウキ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①2-9 ②0-9 3
14 大出 隼也 オオイデ シュンヤ 海老沼小学校 ①9-2 ③0-9 2
15 竹田 陸人 タケダ リクト 浦和SC駒場 ②9-0 ③9-0 1

F 笹尾 秋太 岡田 尚悟 鳩宿 舜 順位
16 笹尾 秋太 ササオ シュウタ 原山小学校 ①3-9 ②3-9 3
17 岡田 尚悟 オカダ ショウゴ 浦和SC中尾 ①9-3 ③9-4 1
18 鳩宿 舜 ハトヤ シュン 浦和SC北浦和 ②9-3 ③4-9 2

G 中村 駿平 小澤 宗市 林 将生 順位
19 中村 駿平 ナカムラ シュンペイ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-8 ②4-9 2
20 小澤 宗市 オザワ ソウイチ 浦和SC駒場 ①8-9 ③5-9 3
21 林 将生 ハヤシ ショウセイ 浦和SC中尾 ②9-4 ③9-5 1

H 梨本 陽希 金森 凱飛 堀 奏太 順位
22 梨本 陽希 ナシモト ハルキ 浦和SC北浦和 ①1-9 ②1-9 3
23 金森 凱飛 カナモリ カイト 浦和SC駒場 ①9-1 ③5-9 2
24 堀 奏太 ホリ ソウタ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ②9-1 ③9-5 1

I 馬場 一颯 菊地 悠斗 間崎 陽 順位
25 馬場 一颯 ババ イブキ 浦和SC駒場 ①6-9,3-9 ② 2
26 菊地 悠斗 キクチ ユウト 浦和SC北浦和 ①9-6,9-3 ③ 1
27 間崎 陽 マザキ ヨウ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ② ③

J 藤田 いち 日下部 偉皇 髙野 葉介 順位
28 藤田 いち フジタ イチ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①3-9 ②2-9 3
29 日下部 偉皇 クサカベ イオ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①9-3 ③9-6 1
30 髙野 葉介 タカノ ヨウスケ 浦和SC駒場 ②9-2 ③6-9 2

K 水町 唯人 黒田 丞太郎 山本 遥平 順位
31 水町 唯人 ミズマチ ユイト 新和ｷｯｽﾞ ①8-9 ②5-9 3
32 黒田 丞太郎 クロダ ジョウタロウ 浦和SC北浦和 ①9-8 ③3-9 2
33 山本 遥平 ヤマモト ヨウヘイ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ②9-5 ③9-3 1



 

  

決勝トーナメント
K1 ヤマモト ヨウヘイ  

山本 遥平

E1 タケダ リクト 8 ヤマモト

竹田 陸人 モリタ 9-3

A2 モリタ ユウスケ 1 9-7

森田 侑祐 イワタ

B2 コットン レン  15 9-5

コットン 蓮 イワタ

C2 イワタ シュウゴ 2 9-6 イワタ

岩田 周悟 9 9-1

J1 クサカベ イオ
日下部 偉皇 19 ホリ

I1 キクチ ユウト 9-4

菊地 悠斗 ホリ

H1 ホリ ソウタ 7 9-1

堀 奏太 ホリ

D2 ヤマザキ ハルト 16 9-7

山崎 陽大 ハトヤ

F2 ハトヤ シュン 3 9-5 ハトヤ

鳩宿 舜 10 9-8

G1 ハヤシ ショウセイ
林 将生 オカダ

F1 オカダ ショウゴ 21 9-5

岡田 尚悟

K2 クロダ ジョウタロウ 12 オカダ

黒田 丞太郎 クロダ 9-1

G2 ナカムラ シュンペイ 4 9-2

中村 駿平 オカダ

E2 オオイデ シュンヤ  17 9-5

大出 隼也 カナモリ

H2 カナモリ カイト 5 9-7 カナモリ

金森 凱飛 13 9-2

D1 ウチダ リク
内田 琳久 20 オカダ

C1 キタジマ ダイスケ 9-5

北島 大輔 キタジマ

B1 イカラシ ユウヤ 11 9-8

五十嵐 友優 キタジマ

I2 ババ イブキ 18 9-8

馬場 一颯 タカノ

J2 タカノ ヨウスケ 6 9-1 タカノ

髙野 葉介 14 9-8

A1 オクダ マサキ
奥田 壮紀

コンソレ
A3 コクボ ノブタカ

小久保 敦崇
K3 ミズマチ ユイト 5 シモノ

水町 唯人 シモノ 9-3

C3 シモノ シュウマ 1 9-7

下野 秀真 シモノ

D3 コイケ ソラト  8 9-7

 小池 空斗 コイケ

E3 クリハラ ユウキ 2 9-8 ササオ

 栗原 裕貴 6 9-6

F3 ササオ シュウタ

 笹尾 秋太 10 シモノ

G3 オザワ ソウイチ 9-0

 小澤 宗市 オザワ

H3 ナシモト ハルキ 4 9-4

梨本 陽希 オザワ

Ｉ3 9 9-4

Ｊ3 フジタ イチ 3  カトウ

藤田 いち 7 9-5

B3 カトウ タイガ

加藤 大雅

浦和SC北浦和

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

浦和SC駒場

島小学校

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駒場

浦和SC駒場

浦和SC北浦和

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

浦和SC中尾

戸田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

新和ｷｯｽﾞ

向小学校

浦和SC駒場

浦和SC駒場

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC中尾

浦和SC北浦和

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

海老沼小学校

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC駒場

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC駒場

浦和SC北浦和

浦和SC北浦和

原山小学校

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

７C.C.浦和



 

 

  

Ａ 堀 小春 野村 美咲 柴田 梨那 順位
1 堀 小春 ホリ コハル 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ①9-2 ②2-9 2
2 野村 美咲 ノムラ ミサキ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①2-9 ③0-9 3
3 柴田 梨那 シバタ リナ 浦和SC中尾 ②9-2 ③9-0 1

B 有吉 美彩子 山崎 梨咲子 佐藤 杏花 順位
4 有吉 美彩子 アリヨシ ミサコ 浦和SC駒場 ① ②0-9,0-9 2
5 山崎 梨咲子 ヤマサキ リサコ 浦和SC北浦和 ① ③
6 佐藤 杏花 サトウ キョウカ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9-0,9-0 ③ 1

C 五十里 心夏 宮嶋 美咲 木村 友希乃 順位
7 五十里 心夏 イカリ ココナ 浦和SC中尾 ①8-9 ②4-9 3
8 宮嶋 美咲 ミヤジマ ミサキ 浦和SC駒場 ①9-8 ③5-9 2
9 木村 友希乃 キムラ ユキノ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9-4 ③9-5 1

D 梅國 莉音子 浅井 杏南 竹野谷 美佳 順位
10 梅國 莉音子 ウメクニ リオコ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①6-9 ②9-6 2
11 浅井 杏南 アサイ アンナ 大砂土東小学校 ①9-6 ③9-3 1
12 竹野谷 美佳 タケノヤ ミカ 浦和SC駒場 ②6-9 ③3-9 3

E ｶﾞｰﾅｰﾋﾞﾋﾞｱﾝなのは梅崎 愛未 新田 帆乃香 順位
13 ｶﾞｰﾅｰﾋﾞﾋﾞｱﾝなのは ｶﾞｰﾅｰﾋﾞﾋﾞｱﾝナノハ 浦和SC駒場 ①5-9 ②9-4 2
14 梅崎 愛未 ウメザキ ナルミ 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽ ①9-5 ③9-2 1
15 新田 帆乃香 ニッタ ホノカ 浦和SC北浦和 ②4-9 ③2-9 3

F 落合 柚羽 ｶﾞｰﾅｰｱﾝｼﾞｪﾘｰすみれ土方 優希 順位
16 落合 柚羽 オチアイ ユズハ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①6-9 ②2-9 3
17 ｶﾞｰﾅｰｱﾝｼﾞｪﾘｰすみれ ｶﾞｰﾅｰｱﾝｼﾞｪﾘｰスミレ 浦和SC駒場 ①9-6 ③6-9 2
18 土方 優希 ヒジカタ ユキ 浦和SC中尾 ②9-2 ③9-6 1

G ｶﾞｰﾅｰﾘﾘｱﾝいろは加藤 聖菜 山口 歩花 順位
19 ｶﾞｰﾅｰﾘﾘｱﾝいろは ｶﾞｰﾅｰﾘﾘｱﾝイロハ 浦和SC駒場 ①2-9 ②2-9 3
20 加藤 聖菜 カトウ セイナ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-2 ③8-9 2
21 山口 歩花 ヤマグチ ホノカ 浦和SC中尾 ②9-2 ③9-8 1



 

  

B1 サトウ キョウカ

佐藤 杏花

A2 ホリ コハル 7 サトウ

堀 小春 アサイ 9-7

D１ アサイ アンナ 1 9-4

浅井 杏南 カトウ

C2 ミヤジマ ミサキ  11 9-4

宮嶋 美咲 ヒジカタ

F1 ヒジカタ ユキ 2 9-4

土方 優希  カトウ

E2 ｶﾞｰﾅｰﾋﾞﾋﾞｱﾝナノハ 9 9-6

ｶﾞｰﾅｰﾋﾞﾋﾞｱﾝなのは カトウ

G2 カトウ セイナ 3 9-6

加藤 聖菜  シバタ

A1 シバタ リナ 13 9-2

柴田 梨那 シバタ

B2 アリヨシ ミサコ 4 9-3

有吉 美彩子
C1 キムラ ユキノ 10 シバタ

木村 友希乃 ウメクニ 9-3

D2 ウメクニ リオコ 5 9-2

梅國 莉音子 シバタ

E1 ウメザキ ナルミ  12 9-2

梅崎 愛未 うめざき

F2 ｶﾞｰﾅｰｱﾝｼﾞｪﾘｰスミレ 6 9-2 ヤマグチ

ｶﾞｰﾅｰｱﾝｼﾞｪﾘｰすみれ 8 9-8

G1 ヤマグチ ホノカ

山口 歩花

3.4位トーナメント
E3 ニッタ ホノカ

新田 帆乃香
B3 4 イカリ

イカリ 9-7

C3 イカリ ココナ 1 WO

五十里 心夏  タケノヤ

G3 ｶﾞｰﾅｰﾘﾘｱﾝイロハ 6 9-6

ｶﾞｰﾅｰﾘﾘｱﾝいろは タケノヤ

D3 タケノヤ ミカ 2 9-5

 竹野谷 美佳 5 タケノヤ

A3 ノムラ ミサキ 9-1

 野村 美咲 ノムラ

F3 オチアイ ユズハ 3 9-7

 落合 柚羽

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

大砂土東小学校

浦和SC駒場

浦和SC中尾

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC北浦和

浦和SC中尾

浦和SC駒場

浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC駒場

浦和SC中尾

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC駒場

浦和SC中尾

浦和SC駒場

浦和SC駒場

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ



 

  

Ａ 石井 尭乃進 宮嶋 航司 須田 橘平 順位
1 石井 尭乃進 イシイ タカノシン 川口ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ ①9-4 ②9-1 1
2 宮嶋 航司 ミヤジマ コウジ 浦和SC駒場 ①4-9 ③9-4 2
3 須田 橘平 スダ キッペイ 浦和SC本太 ②1-9 ③4-9 3

Ｂ 上原 芳弘 井口 雄太 園部 錬 順位
4 上原 芳弘 ウエハラ ヨシヒロ 浦和SC中尾 ①9-8 ②5-9 3
5 井口 雄太 イノクチ ユウタ 浦和SC駒場 ①9-8 ③1-9 2
6 園部 錬 ソノベ レン 浦和SC本太 ②9-5 ③9-1 1

Ｃ 遠藤 竜輝 元木 琉人 髙橋 成生 順位
7 遠藤 竜輝 エンドウ リュウキ 鴻巣ﾌﾞﾚｽ総合型SC ①9-7 ②5-9 2
8 元木 琉人 モトキ リュウト 浦和SC三室 ①7-9 ③2-9 3
9 髙橋 成生 タカハシ ナルキ ﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 ②9-5 ③9-2 1

Ｄ 笠置 啓太 多田 裕登 #N/A 順位
10 笠置 啓太 カサギ ケイタ 仲本小学校 ①3-9,1-9 ② 2
11 多田 裕登 タダ ヒロト 浦和SC駒場 ①9-3,9-1 ③ 1
12 #N/A #N/A #N/A ② ③

Ｅ 笠置 直秀 吉田 晃大 辰見 祐介 順位
13 笠置 直秀 カサギ ナオヒデ 仲本小学校 ①9-3 ②4-9 2
14 吉田 晃大 ヨシダ コウダイ 浦和SC北浦和 ①3-9 ③1-9 3
15 辰見 祐介 タツミ ユウスケ 道祖土小学校 ②9-4 ③9-1 1

Ｆ 金石 瑞生 山根 煌 丹 優介 順位
16 金石 瑞生 カナイシ ミズキ 浦和SC北浦和 ①6-9 ②9-2 2
17 山根 煌 ヤマネ コウ 岸町小学校 ①9-6 ③9-1 1
18 丹 優介 タン ユウスケ 浦和SC三室 ②2-9 ③1-9 3

Ｇ 河野 広喜 米谷 颯徒 野口 聖 順位
19 河野 広喜 カワノ ヒロキ 浦和SC三室 ①9-7 ②2-9 2
20 米谷 颯徒 ヨネタニ ハヤト 浦和SC本太 ①7-9 ③0-9 3
21 野口 聖 ノグチ ショウ ﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 ②9-2 ③9-0 1

Ｈ 白木 應太 和田 侑己 星野 僚汰 順位
22 白木 應太 シラキ オウタ 浦和SC本太 ①9-8 ②4-9 2
23 和田 侑己 ワダ ユウキ 鴻巣ﾌﾞﾚｽ総合型SC①8-9 ③5-9 3
24 星野 僚汰 ホシノ リョウタ 浦和SC三室 ②9-4 ③9-5 1

I 鈴木 大輔 有木 緋彩 堀 大輝 順位
25 鈴木 大輔 スズキ ダイスケ 浦和SC本太 ①8-9 ②0-9 3
26 有木 緋彩 アリキ ヒイロ 道祖土小学校 ①9-8 ③0-9 2
27 堀 大輝 ホリ ダイキ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ②9-0 ③9-0 1

J 田辺 創 宮嶋 優佑 望月 彬平 順位
28 田辺 創 タナベ ソウ 浦和SC中尾 ①9-7 ②3-9 2
29 宮嶋 優佑 ミヤジマ ユウスケ 浦和SC駒場 ①7-9 ③8-9 3
30 望月 彬平 モチヅキ アキヒラ 浦和SC本太 ②9-3 ③9-8 1



 

  
K 新田 アキラ 岩田 篤季 森谷 高志 順位

31 新田 アキラ ニッタ アキラ 浦和SC北浦和 ①7-9 ②0-9 3
32 岩田 篤季 イワタ アツキ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-7 ③9-8 1
33 森谷 高志 モリヤ タカシ 谷田小学校 ②9-0 ③8-9 2

L 根本 陽生 梅田 航希 八色 悟史 順位
34 根本 陽生 ネモト ハルキ 浦和SC駒場 ①9-4 ②1-9 2
35 梅田 航希 ウメダ コウキ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①4-9 ③9-8 3
36 八色 悟史 ヤイロ サトシ 浦和SC本太 ②9-1 ③8-9 1

M 宮市 康正 近藤 雄太 矢﨑 英資 順位
37 宮市 康正 ミヤイチ コウセイ 浦和SC駒場 ①4-9,9-6,8-9② 2
38 近藤 雄太 コンドウ ユウタ 三浦ｼﾞｭﾆｱ ①9-4,6-9,9-8 ③ 1
39 矢﨑 英資 ヤサキ エイスケ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ② ③

N 矢﨑 英資 宮市 隆正 #N/A 順位
40 矢﨑 英資 ヤサキ エイスケ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①8-9,9-2,9-8② 1
41 宮市 隆正 ミヤイチ リュウセイ 浦和SC駒場 ①9-8,2-9,8-9 ③ 2
42 #N/A #N/A #N/A ② ③

コンソレ
G3 ヨネタニ ハヤト

米谷 颯徒
B3 ウエハラ ヨシヒロ 6 ウエハラ

上原 芳弘 ウエハラ 9-3

C3 モトキ リュウト 1 9-7

元木 琉人 タン

D3  10 9-7

E3 ヨシダ コウダイ 2 タン

吉田 晃大 7 9-5

F3 タン ユウスケ

丹 優介  ウメダ

A3 スダ キッペイ 12 9-2

須田 橘平 ワダ

H3 ワダ ユウキ 3 9-5

和田 侑己

I3 スズキ ダイスケ 9 ミヤジマ

鈴木 大輔 ミヤジマ 9-2

J3 ミヤジマ ユウスケ 4 9-6

宮嶋 優佑 ウメダ

K3 ニッタ アキラ  11 9-3

新田 アキラ

M3 5 ウメダ

8 9-6

L3 ウメダ コウキ

梅田 航希

浦和SC三室

浦和SC本太

浦和SC本太

浦和SC中尾

浦和SC北浦和

浦和SC三室

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

鴻巣ﾌﾞﾚｽ総合型SC

浦和SC駒場

浦和SC北浦和

浦和SC本太



 

 

  
決勝トーナメント

B1 ソノベ レン

園部 錬 ソノベ

A2 ミヤジマ コウジ 13 9-1

宮嶋 航司 ミヤジマ

C1 タカハシ ナルキ 1 9-4

髙橋 成生 ソノベ

D2 カサギ ケイタ  21 9-4

笠置 啓太 タツミ

E1 タツミ ユウスケ 2 9-6

辰見 祐介  ノグチ

F2 カナイシ ミズキ 14 9-7

金石 瑞生 ノグチ

G1 ノグチ ショウ 3 9-3

野口 聖  ヤイロ

H1 ホシノ リョウタ 25 9-8

星野 僚汰 アリキ

I2 アリキ ヒイロ 4 9-4

有木 緋彩

J1 モチヅキ アキヒラ 15 モチヅキ

望月 彬平 モチヅキ 9-4

K2 モリヤ タカシ 5 9-7

森谷 高志 ヤイロ

N2 ミヤイチ リュウセイ  22 9-4

宮市 隆正 リュウセイ

M2 ミヤイチ コウセイ 6 9-5

宮市 康正  ヤイロ

L1 ヤイロ サトシ 16 9-5

八色 悟史 イシイ

A1 イシイ タカノシン 27 9-3

石井 尭乃進 イシイ

B2 イノクチ ユウタ 17 9-1

井口 雄太 エンドウ

C1 エンドウ リュウキ 7 9-6

遠藤 竜輝 イシイ

D2 タダ ヒロト  23 9-1

多田 裕登 タダ

E1 カサギ ナオヒデ 8 9-3

笠置 直秀  タダ

F2 ヤマネ コウ 18 9-4

山根 煌 ヤマネ

G1 カワノ ヒロキ 9 9-3

河野 広喜  イシイ

H2 シラキ オウタ 26 9-3

白木 應太 ホリ

I1 ホリ ダイキ 10 9-2

堀 大輝

J2 タナベ ソウ 19 ホリ

田辺 創 イワタ 9-2

K1 イワタ アツキ 11 9-3

岩田 篤季 ホリ

L2 ネモト ハルキ  24 9-6

根本 陽生 コンドウ

M1 コンドウ ユウタ 12 9-2

近藤 雄太  ヤザキ

N1 ヤサキ エイスケ 20 9-3

矢﨑 英資

浦和SC本太

浦和SC駒場

ﾃﾆｽﾊｳｽ浦和

仲本小学校

浦和SC三室

道祖土小学校

浦和SC北浦和

ﾃﾆｽﾊｳｽ浦和

道祖土小学校

浦和SC駒場

谷田小学校

仲本小学校

岸町小学校

浦和SC三室

浦和SC駒場

浦和SC駒場

浦和SC駒場

浦和SC本太

浦和SC本太

鴻巣ﾌﾞﾚｽ総合型SC

川口ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

浦和SC本太

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

浦和SC駒場

三浦ｼﾞｭﾆｱ

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC中尾



 

  

A 石田 真子 笹生 萌々香 佐々木 紬 順位
1 石田 真子 イシダ マコ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①4-9,4-9 ② 2
2 笹生 萌々香 サソウ モモカ 浦和SC本太 ①9-4,9-4 ③ 1
3 佐々木 紬 ササキ ツムギ 芦原小学校 ② ③

B 有吉 美衣奈 曽木 萌花 中村 胡桃 順位
4 有吉 美衣奈 アリヨシ ミイナ 浦和SC駒場 ①8-9 ②9-7 2
5 曽木 萌花 ソキ モエカ 浦和SC北浦和 ①9-8 ③9-3 1
6 中村 胡桃 ナカムラ クルミ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②7-9 ③3-9 3

Ｃ 大河原 惟 竹野谷 愛美 西原 未結 順位
7 大河原 惟 オオカワラ ユイ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①9-3 ②9-2 1
8 竹野谷 愛美 タケノヤ マナミ 浦和SC本太 ①3-9 ③9-3 2
9 西原 未結 ニシハラ ミユ 鴻巣ﾌﾞﾚｽ総合型SC②2-9 ③3-9 3

Ｄ 小川 紗慧 森田 涼葉 橋本 沙耶 順位
10 小川 紗慧 オガワ サエ 大戸小学校 ①9-3 ②4-9 2
11 森田 涼葉 モリタ スズハ 浦和SC駒場 ①3-9 ③0-9 3
12 橋本 沙耶 ハシモト サヤ TC.大井ﾌｧﾐﾘｰ ②9-4 ③9-0 1

E 小嶋 夏紀 八木 裕香 栁澤 凛 順位
13 小嶋 夏紀 コジマ ナツキ 浦和SC駒場 ①1-9 ②9-4 3
14 八木 裕香 ヤギ ユウカ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ①9-1 ③7-9 1
15 栁澤 凛 ヤナギサワ リン 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ②4-9 ③9-7 2

F 小林 香純 八木橋 彩葉 和田 真奈 順位
16 小林 香純 コバヤシ カスミ 浦和SC本太 ①9-8 ②5-9 2
17 八木橋 彩葉 ヤギハシ イロハ 浦和SC北浦和 ①8-9 ③2-9 3
18 和田 真奈 ワダ マナ 金森ｼﾞｭﾆｱ ②9-5 ③9-2 1

G 阪 さゆり 秋本 萌里 #N/A 順位
19 阪 さゆり サカ サユリ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-6,9-6 ② 1
20 秋本 萌里 アキモト モエリ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ①6-9,6-9 ③ 2
21 #N/A #N/A #N/A ② ③



 

  

決勝トーナメント
F1 ワダ マナ

和田 真奈

A2 イシダ マコ 7 ワダ

石田 真子 タケノヤ 9-5

C2 タケノヤ マナミ 1 9-8

竹野谷 愛美 ワダ

G1 サカ サユリ  11 9-8

阪 さゆり サカ

E2 ヤナギサワ リン 2 9-2

栁澤 凛  オガワ

B1 ソキ モエカ 9 9-4

曽木 萌花 オガワ

D2 オガワ サエ 3 9-8

小川 紗慧  ハシモト

A1 サソウ モモカ 13 9-3

笹生 萌々香 サソウ

B2 アリヨシ ミイナ 4 9-4

有吉 美衣奈
C1 オオカワラ ユイ 10 オオカワラ

大河原 惟 オオカワラ 9-2

G2 アキモト モエリ 5 9-4

秋本 萌里 ハシモト

E1 ヤギ ユウカ  12 9-1

八木 裕香 ヤギ

F2 コバヤシ カスミ 6 9-2 ハシモト

小林 香純 8 9-5

D1 ハシモト サヤ D2

橋本 沙耶

コンソレ
C3 ニシハラ ミユ

西原 未結

B3 ナカムラ クルミ 3 ニシハラ

中村 胡桃 9-3

A3 1

 コジマ

D3 モリタ スズハ 5 9-2

森田 涼葉 ヤギハシ

F3 ヤギハシ イロハ 2 9-6

八木橋 彩葉 4 コジマ

E3 コジマ ナツキ 9-7

小嶋 夏紀

浦和SC北浦和

浦和SC駒場

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

大戸小学校

浦和SC駒場

鴻巣ﾌﾞﾚｽ総合型SC

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC本太

浦和SC駒場

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

浦和SC北浦和

浦和SC本太

TC.大井ﾌｧﾐﾘｰ

金森ｼﾞｭﾆｱ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

浦和SC本太



 

  

Ａ 會田 飛来 茶谷 篤輝 石井 千温 順位
1 會田 飛来 アイダ ヒライ 新和ｷｯｽﾞ ①9-4 ②9-5 1
2 茶谷 篤輝 チャタニ アツキ 浦和SC本太 ①4-9 ③4-9 3
3 石井 千温 イシイ チハル 浦和SC中尾 ②5-9 ③9-4 2

B 浅利 敬史 武田 悠宇真 髙橋 太斗 順位
4 浅利 敬史 アサリ タカフミ Itdｱｶﾃﾞﾐｰ ①9-1 ②5-9 2
5 武田 悠宇真 タケダ ユウマ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①1-9 ③2-9 3
6 髙橋 太斗 タカハシ タイト ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ浦和 ②9-5 ③9-2 1

C 石井 舜之介 藤沢 光 瀧澤 昂太郎 順位
7 石井 舜之介 イシイ シュンノスケ 川口ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ ①9-3 ②9-2 1
8 藤沢 光 フジサワ ヒカル 浦和SC三室 ①3-9 ③1-9 3
9 瀧澤 昂太郎 タキザワ コウタロウ戸田市立新曽小学校②2-9 ③9-1 2

D 石田 航一郎 松野 雅之 田村 優大 順位
10 石田 航一郎 イシダ コウイチロウ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①5-9 ②9-6 2
11 松野 雅之 マツノ マサユキ 新和ｷｯｽﾞ ①9-5 ③9-1 1
12 田村 優大 タムラ ユウダイ 浦和SC三室 ②6-9 ③1-9 3

E 佐藤 大和 茂木 上総 永浜 皓大 順位
13 佐藤 大和 サトウ ヤマト 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽ ①5-9 ②5-9 3
14 茂木 上総 モギ カズサ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①9-5 ③9-2 1
15 永浜 皓大 ナガハマ コウタ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ②9-5 ③2-9 2

F 佐野 徹平 元木 蒼太 和田 圭己 順位
16 佐野 徹平 サノ テッペイ 新和ｷｯｽﾞ ①9-0 ②9-1 1
17 元木 蒼太 モトキ ソウタ 浦和SC三室 ①0-9 ③9-5 2
18 和田 圭己 ワダ ケイゴ 鴻巣ﾌﾞﾚｽ総合型SC②1-9 ③5-9 3

G 嶋田 遼平 森田 昌紘 林 貴大 順位
19 嶋田 遼平 シマダ リョウヘイ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①5-9 ②0-9 3
20 森田 昌紘 モリタ マサヒロ 島小学校 ①9-5 ③0-9 2
21 林 貴大 ハヤシ タカヒロ 新和ｷｯｽﾞ ②9-0 ③9-0 1

H 高島 直輝 秋本 理貴 山根 舜 順位
22 高島 直輝 タカシマ ナオキ 浦和SC三室 ①4-9 ②6-9 3
23 秋本 理貴 アキモト リキ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ①9-4 ③9-6 1
24 山根 舜 ヤマネ シュン 岸町小学校 ②9-6 ③6-9 2

I 高田 雅人 阿部 大樹 西原 佑 順位
25 高田 雅人 タカタ マサト 木崎小学校 ①1-9 ②0-9 3
26 阿部 大樹 アベ ヒロキ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ①9-1 ③9-7 1
27 西原 佑 ニシハラ ユウ 鴻巣ﾌﾞﾚｽ総合型SC②9-0 ③7-9 2

J 畑野 健人 五十嵐 柊澄 #N/A 順位
28 畑野 健人 ハタノ ケント ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ浦和 ①9-4,9-3 ② 1
29 五十嵐 柊澄 イカラシ シュウト 向小学校 ①4-9,3-9 ③ 2
30 #N/A #N/A #N/A ② ③



 

  

決勝トーナメント
G1 ハヤシ タカヒロ

林 貴大 ハヤシ

C2 タキザワ コウタロウ 7 9-5

瀧澤 昂太郎 タキザワ

J2 イカラシ シュウト 1 9-5 13

五十嵐 柊澄 ハヤシ

H1 アキモト リキ 9-0

秋本 理貴 モトキ

F2 モトキ ソウタ 5 9-4

元木 蒼太 ハヤシ

A1 アイダ ヒライ 17 9-6

會田 飛来 アイダ

I1 アベ ヒロキ 6 9-2

阿部 大樹 アイダ

D2 イシダ コウイチロウ 14 9-2

石田 航一郎 ナガハマ

E2 ナガハマ コウタ 2 9-8 タカハシ

永浜 皓大 8 9-8

B1 タカハシ タイト

髙橋 太斗 サノ

C1 イシイ シュンノスケ 19 9-6

石井 舜之介 イシイ（シ）

A2 イシイ チハル 11 9-3

石井 千温 イシイ

G2 モリタ マサヒロ 3 9-1 15

森田 昌紘 マツノ

D1 マツノ マサユキ 9-5

松野 雅之 マツノ

J1 ハタノ ケント 9 9-2

畑野 健人 サノ

E1 モギ カズサ 18 9-4

茂木 上総 モギ

I2 ニシハラ ユウ 10 9-6

西原 佑 サノ

H2 ヤマネ シュン 16 9-4

山根 舜 アサリ

B2 アサリ タカフミ 4 9-6 サノ

浅利 敬史 12 9-2

F1 サノ テッペイ

佐野 徹平

コンソレ
A3 チャタニ アツキ

茶谷 篤輝 チャタニ

E3 サトウ ヤマト 5 9-6

佐藤 大和 サトウ

G3 シマダ リョウヘイ 1 9-6 7

嶋田 遼平 チャタニ

D3 タムラ ユウダイ 9-6

田村 優大 タムラ

B3 タケダ ユウマ 2 9-6

武田 悠宇真 チャタニ

F3 ワダ ケイゴ 8 9-4

和田 圭己 フジサワ

C3 フジサワ ヒカル 3 9-8

藤沢 光 フジサワ

H3 タカシマ ナオキ 6 9-5

高島 直輝 タカシマ

I3 タカタ マサト 4 9-1

高田 雅人

川口ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ浦和

新和ｷｯｽﾞ

浦和SC三室

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

新和ｷｯｽﾞ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

島小学校

岸町小学校

浦和SC中尾

新和ｷｯｽﾞ

鴻巣ﾌﾞﾚｽ総合型SC

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ浦和

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

新和ｷｯｽﾞ

戸田市立新曽小学校

向小学校

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

木崎小学校

浦和SC三室

浦和SC三室

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC三室

浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

鴻巣ﾌﾞﾚｽ総合型SC

Itdｱｶﾃﾞﾐｰ

浦和SC本太



 

  

Ａ 赤澤 夏海 徳山 奈南 五十里 柚夏 順位
1 赤澤 夏海 アカザワ ナツミ 大谷場小学校 ①9-3 ②7-9 2
2 徳山 奈南 トクヤマ ナナ 浦和SC三室 ①3-9 ③2-9 3
3 五十里 柚夏 イカリ ユズナ 浦和SC中尾 ②9-7 ③9-2 1

Ｂ 石井 小雪 二瓶 世蘭 石井 萌花 順位
4 石井 小雪 イシイ コユキ 三浦ｼﾞｭﾆｱ ①9-7 ②6-9 2
5 二瓶 世蘭 ニヘイ セイラ 海老沼小学校 ①7-9 ③0-9 3
6 石井 萌花 イシイ モエカ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ②9-6 ③9-0 1

C 大出 優衣 永浜 真緒 大島 ひとみ 順位
7 大出 優衣 オオイデ ユイ 海老沼小学校 ①2-9 ②9-8 2
8 永浜 真緒 ナガハマ マオ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ①9-2 ③9-2 1
9 大島 ひとみ オオシマ ヒトミ 大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ ②8-9 ③2-9 3

Ｄ 大津 百合香 深草 なつみ 太田 穂乃花 順位
10 大津 百合香 オオツ ユリカ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①8-9 ②8-9 3
11 深草 なつみ フカクサ ナツミ 日進北小学校 ①9-8 ③9-6 1
12 太田 穂乃花 オオタ ホノカ 大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ ②9-8 ③6-9 2

E 草野 里奈 福澤 はるか 木村 水優 順位
13 草野 里奈 クサノ リナ 新和ｷｯｽﾞ ①9-5 ②9-4 1
14 福澤 はるか フクザワ ハルカ 浦和SC天沼 ①5-9 ③9-4 2
15 木村 水優 キムラ ミユ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ②4-9 ③4-9 3

F 小山 奈摘 間崎 琴音 小辻 真穂 順位
16 小山 奈摘 コヤマ ナツミ 蓮沼小学校 ① ②9-7,7-9,9-6 1
17 間崎 琴音 マザキ コトネ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ① ③
18 小辻 真穂 コツジ マホ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ②7-9,9-7,6-9③ 2

G 下野 真歩 松田 愛莉 小室 すず 順位
19 下野 真歩 シモノ マホ ７C.C.浦和 ①9-8 ②8-9 2
20 松田 愛莉 マツダ アイリ 新和ｷｯｽﾞ ①8-9 ③6-9 3
21 小室 すず コムロ スズ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ②9-8 ③9-6 1

H 鈴木 舞 眞見 ひかり 野口 澪 順位
22 鈴木 舞 スズキ マイ 新和ｷｯｽﾞ ①9-6 ②6-9 2
23 眞見 ひかり マミ ヒカリ 海老沼小学校 ①6-9 ③2-9 3
24 野口 澪 ノグチ ミオ 原山小学校 ②9-6 ③9-2 1

I 鈴木 琉月 宮原 慶 松本 有加 順位
25 鈴木 琉月 スズキ ルナ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ浦和 ①6-9 ②1-9 3
26 宮原 慶 ミヤハラ ケイ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①9-6 ③8-9 2
27 松本 有加 マツモト ユカ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9-1 ③9-8 1

J 大輪 莉奈 八木 彩香 設楽　優花 順位
28 大輪 莉奈 ダイリン リナ 海老沼小学校 ①2-9 ②7-9 3
29 八木 彩香 ヤギ アヤカ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ①9-2 ③9-3 1
30 設楽　優花 シタラ　ユウカ 行田市立西小学校 ②9-7 ③3-9 2



 

 

決勝トーナメント
G1 コムロ スズ

小室 すず コムロ

A2 アカザワ ナツミ 7 9-4

赤澤 夏海 アカザワ

C2 オオイデ ユイ 1 9-7 13

大出 優衣 コムロ

H1 ノグチ ミオ 9-3

野口 澪 ノグチ

B2 イシイ コユキ 5 9-4

石井 小雪 コムロ

D1 フカクサ ナツミ 17 9-4

深草 なつみ マツモト

I1 マツモト ユカ 6 9-3

松本 有加 クサノ

J2 シタラ　ユウカ 14 9-8

設楽　優花 コツジ

F2 コツジ マホ 2 9-3 クサノ

小辻 真穂 8 9-3

E1 クサノ リナ

草野 里奈

F1 コヤマ ナツミ 19 ヤギ

小山 奈摘 シモノ 9-3

E2 フクザワ ハルカ 11 9-6

福澤 はるか シモノ

G2 シモノ マホ 3 9-8 15

下野 真歩 ヤギ

A1 イカリ ユズナ 9-1

五十里 柚夏 ヤギ

J1 ヤギ アヤカ 9 9-1

八木 彩香 ヤギ

B1 イシイ モエカ 18 9-4

石井 萌花 イシイ

D2 オオタ ホノカ 10 9-3

太田 穂乃花 ナガハマ

I2 ミヤハラ ケイ 16 9-8

宮原 慶 ミヤハラ

H2 スズキ マイ 4 9-3 ナガハマ

鈴木 舞 12 9-7

C1 ナガハマ マオ

永浜 真緒

コンソレ
A3 トクヤマ ナナ

徳山 奈南 キムラ

E3 キムラ ミユ 5 9-5

木村 水優 キムラ

H3 マミ ヒカリ 1 9-7 7

眞見 ひかり キムラ

D3 オオツ ユリカ 9-3

大津 百合香 オオシマ

C3 オオシマ ヒトミ 3 9-5

大島 ひとみ キムラ

F3 9 9-8

マツダ

G3 マツダ アイリ 4 WO

松田 愛莉 ダイリン

B3 ニヘイ セイラ 8 9-6

二瓶 世蘭 スズキ

I3 スズキ ルナ 2 9-7 ダイリン

鈴木 琉月 6 9-5

J3 ダイリン リナ

大輪 莉奈

蓮沼小学校

浦和SC天沼

７C.C.浦和

浦和SC中尾

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ浦和

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

新和ｷｯｽﾞ

海老沼小学校

大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

新和ｷｯｽﾞ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

海老沼小学校

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

大谷場小学校

海老沼小学校

原山小学校

行田市立西小学校

三浦ｼﾞｭﾆｱ

日進北小学校

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

新和ｷｯｽﾞ

大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ

浦和SC三室

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

海老沼小学校

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ


