
 

第 11 回キッズテニス大会 IN SAITAMA 

2017 年 11 月 11 日（土） 

 

大会の部   参加１08 名（申し込み 110 名） 

教室の部   参加  46 名（申し込み 53 名） 
 

＜大会の部 上位入賞者＞ 

1・2 年男子 1・2 年女子 

1 位 堀越 理仁（与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 1 位 里村 かのん（ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽ浦和） 

2 位 青戸 礼央（zip ﾃﾆｽ） 2 位 寺内 慈（港区立港南小学校.） 

3 位 加藤 義人（ｺﾅﾐﾃﾆｽ浦和） 3 位 鳩谷 恵那（浦和 SC 北浦和） 

3 位 杉浦 光海（上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽﾞ） 3 位 加藤 綾乃 （上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 松本 梗佑（上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ） ｺﾝｿﾚ 1 位       － 

３・４年男子 ３・４年女子 

1 位 野口 諒人（川口市ﾃﾆｽ協会 Jr） 1 位 小嶋 沙英（浦和 SC 本太.） 

2 位 笠間 大馳（与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 2 位 植岡 紗永（浦和 SC 本太） 

3 位 松尾 秋澄（ｺﾅﾐﾃﾆｽ浦和） 3 位 森田 七風（浦和 SC 本太） 

3 位 道端 碧 （上落合小学校） 3 位 森谷 舞香（堀本 Jr） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 櫻井 皓太（久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ） ｺﾝｿﾚ 1 位 西村 明莉（浦和 SC 中尾.） 

５・６年男子 ５・６年女子 

1 位 上山 湊平（ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ） 1 位 辻 歌乃（浦和 SC 中尾） 

2 位 小沢 英（埼玉大学付属小学校） 2 位 蓮沼 尚美（久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞ） 

3 位 林 将生（浦和 SC 中尾） 3 位 辰見 奈緒（ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝﾃﾆｽ浦和） 

3 位 上山 峻平（ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ） 3 位 小貫 真椰（浦和 SC 中尾） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 中村 駿平（上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ） ｺﾝｿﾚ 1 位 斉藤 桃子（浦和 SC 本太） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

予選リーグ
A 内田  慧 野口  悠斗 原  大雅 順位

1 内田  慧 ウチダ  ケイ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①5-9 ②7-9 3
2 野口  悠斗 ノグチ  ユウト 川口市ﾃﾆｽ協会Jr ①9-5 ③9-3 1
3 原  大雅 ハラ  タイガ 上落合小学校 ②9-7 ③3-9 2

B 奥谷  航希 橋本  陽太 加持  空 順位
4 奥谷  航希 オクヤ  コウキ ITDｱｶﾃﾞﾐｰ ①9-7 ②9-7 1
5 橋本  陽太 ハシモト  ヨウタ 浦和SC駒場木曜 ①7-9 ③6-9 3
6 加持  空 カモチ  ソラ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②7-9 ③9-6 2

C 加藤  義人 松本  理汰 堀越  理仁 順位
7 加藤  義人 カトウ  ヨシト ｺﾅﾐﾃﾆｽ浦和 ①9-2 ②6-9 2
8 松本  理汰 マツモト  リタ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①2-9 ③3-9 3
9 堀越  理仁 ホリコシ  リヒト 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ②9-6 ③9-3 1

Ｄ 川田  空丸 青戸  礼央 松本  梗佑 順位
10 川田  空丸 カワダ  ソマル 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①4-9 ②9-6 2
11 青戸  礼央 アオト  レオ zipﾃﾆｽ ①9-4 ③9-3 1
12 松本  梗佑 マツモト  キョウスケ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②6-9 ③3-9 3

E 倉根  悠希 藤江  祥 村田  陽太 順位
13 倉根  悠希 クラネ  ハルキ 浦和SC三室 ①9-8 ②9-8 1
14 藤江  祥 フジエ  ショウ ﾙﾈｻﾝｽ浦和 ①8-9 ③9-4 2
15 村田  陽太 ムラタ  ヒナタ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②8-9 ③4-9 3

F 倉根  幌希 杉浦  光海 竹田  惇人 順位
16 倉根  幌希 クラネ  コウキ 浦和SC三室 ①0-9 ②3-9 3
17 杉浦  光海 スギウラ  アキウミ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-0 ③9-1 1
18 竹田  惇人 タケダ  アツト 浦和SC駒場木曜 ②9-3 ③1-9 2

G 佐藤  慶汰 山田  悠斗 #REF! 順位
19 佐藤  慶汰 サトウ  ケイタ ﾙﾈｻﾝｽ浦和 ①4-9,2-9 ② 2
20 山田  悠斗 ヤマダ  ユウト 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-4,9-2 ③ 1

1・２年男子  



  

決勝トーナメント
A1 ノグチ  ユウト

野口  悠斗
B2 カモチ  ソラ 7 ｶﾄｳ

加持  空 ｶﾄｳ 9-6

C2 カトウ  ヨシト 1 9-5

加藤  義人 ｱｵﾄ

E1 クラネ  ハルキ  11 9-0

倉根  悠希 ｸﾗﾈ

F2 タケダ  アツト 2 9-8
竹田  惇人  ｱｵﾄ

G2 サトウ  ケイタ 9 9-4
佐藤  慶汰 ｱｵﾄ

D1 アオト  レオ 3 9-1

青戸  礼央  ﾎﾘｺｼ　ﾘﾋﾄ

C1 ホリコシ  リヒト 13 9-6

堀越  理仁 ﾎﾘｺｼ

E2 フジエ  ショウ 4 9-3
藤江  祥

D2 カワダ  ソマル 10 ﾎﾘｺｼ

川田  空丸 ｶﾜﾀﾞ 9-5

G1 ヤマダ  ユウト 5 9-8
山田  悠斗 ﾎﾘｺｼ

F1 スギウラ  アキウミ  12 9-5

杉浦  光海 ｽｷﾞｳﾗ

A2 ハラ  タイガ 6 9-6 ｽｷﾞｳﾗ

原  大雅 8 9-8
B1 オクヤ  コウキ

奥谷  航希
コンソレ

A3 ウチダ  ケイ

内田  慧
B3 ハシモト  ヨウタ 3 ｳﾁﾀﾞ

橋本  陽太 ﾊｼﾓﾄ 9-4

E3 ムラタ  ヒナタ 1 9-6
村田  陽太  ﾏﾂﾓﾄ　ｷｮｳｽｹ

D3 マツモト  キョウスケ 5 9-5

松本  梗佑 ﾏﾂﾓﾄ

C3 マツモト  リタ 2 9-3
松本  理汰 4 ﾏﾂﾓﾄ　

F3 クラネ  コウキ 9-0
 倉根  幌希

川口市ﾃﾆｽ協会Jr

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

ｺﾅﾐﾃﾆｽ浦和

浦和SC三室

浦和SC駒場木曜

ﾙﾈｻﾝｽ浦和

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

ﾙﾈｻﾝｽ浦和

zipﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC三室

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC駒場木曜

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合小学校

ITDｱｶﾃﾞﾐｰ



 

  

決勝トーナメント
A1 ハトヤ  エナ

鳩宿  恵那 ﾊﾄﾔ

D2 ニシムラ  カホ 5 9-6
西村  夏歩 ｽｽﾞｷ　

B3 スズキ  イト 1 9-1 7

鈴木  いと ﾃﾗｳﾁ

B2 フジタ  マチ 9-7
藤田  まち ﾃﾗｳﾁ

C1 テラウチ  メグム 3 9-1

寺内  慈 サトムラ　カノン

D1 カトウ  アヤノ 9 9-7

加藤  綾乃 ｶﾄｳ

A2 カワカミ  マリカ 4 9-7
川上  万里花 ｻﾄﾑﾗ

A3 オカモト  リナ 8 9-5

岡本  梨愛 ｵｶﾓﾄ

C2 スズキ  ユカナ 2 9-4 ｻﾄﾑﾗ

鈴木  優奏 6 9-1
B1 サトムラ  カノン

里村  かのん

木崎小学校

ｺﾅﾐﾃﾆｽ浦和

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽ浦和

浦和SC北浦和

浦和SC天沼

浦和SC駒場木曜

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

港区立港南小学校

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

予選リーグ
A 岡本  梨愛 川上  万里花 鳩宿  恵那 順位

1 岡本  梨愛 オカモト  リナ 木崎小学校 ①1-9 ②2-9 3
2 川上  万里花 カワカミ  マリカ ｺﾅﾐﾃﾆｽ浦和 ①9-1 ③7-9 2
3 鳩宿  恵那 ハトヤ  エナ 浦和SC北浦和 ②9-2 ③9-7 1

B 鈴木  いと 里村  かのん 藤田  まち 順位
4 鈴木  いと スズキ  イト 浦和SC駒場木曜 ①2-9 ②6-9 3
5 里村  かのん サトムラ  カノン ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽ浦和 ①9-2 ③9-3 1
6 藤田  まち フジタ  マチ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9-6 ③3-9 2

C 寺内  慈 鈴木  優奏 #N/A 順位
7 寺内  慈 テラウチ  メグム 港区立港南小学校 ①9-3,9-2 ② 1
8 鈴木  優奏 スズキ  ユカナ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①3-9,2-9 ③ 2

D 加藤  綾乃 西村  夏歩 #N/A 順位
9 加藤  綾乃 カトウ  アヤノ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-7,7-9,9-4 ② 1

10 西村  夏歩 ニシムラ  カホ 浦和SC天沼 ①7-9,9-7,4-9 ③ 2

1・２年女子  



 

  

予選リーグ
A 小野  響生 菊地  冬馬 松井  奏太 順位

1 小野  響生 オノ  ヒビキ 浦和SC三室 3-9 4-9 3
2 菊地  冬馬 キクチ  トウマ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-3 9-6 1
3 松井  奏太 マツイ  ソウタ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9-4 ③6-9 2

B 笠間  大馳 櫻井  皓太 松尾  秋澄 順位
4 笠間  大馳 カサマ  ダイチ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 9-6 9-8 1
5 櫻井  皓太 サクライ  コウタ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①6-9 1-9 3
6 松尾  秋澄 マツオ  アキズミ ｺﾅﾐﾃﾆｽ浦和 ②8-9 ③9-1 2

C 川井  悠良 佐藤  京侑 引木  勇利 順位
7 川井  悠良 カワイ  チカラ 浦和SC本太 0-9 4-9 3
8 佐藤  京侑 サトウ  キョウユウ 常盤小学校 ①9-0 9-1 1
9 引木  勇利 ヒキギ  ユウリ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9-4 ③1-9 2

D 田中  優作 佐藤  陽哉 布施川  敬太 順位
10 田中  優作 タナカ  ユウサク 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ 9-3 1-9 2
11 佐藤  陽哉 サトウ  ハルヤ ﾙﾈｻﾝｽ蕨 ①3-9 2-9 3
12 布施川  敬太 フセガワ  ケイタ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9-1 ③9-2 1

E 武藤  春平 長﨑  脩之佑 道橋  碧 順位
13 武藤  春平 ムトウ  シュンペイ 浦和SC天沼 9-4 1-9 2
14 長﨑  脩之佑 ナガサキ  シュウノスケ ｺﾅﾐﾃﾆｽ浦和 ①4-9 2-9 3
15 道橋  碧 ミチハシ  アオイ 上落合小学校 ②9-1 ③9-2 1

F 遠藤  瑛太 下田  悠人 元木  瑛哉 順位
16 遠藤  瑛太 エンドウ  エイタ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-4 ②9-7 1
17 下田  悠人 シモダ  ユウジン 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①4-9 ③9-6 2
18 元木  瑛哉 モトキ  テルヤ 浦和SC三室 ②7-9 ③6-9 3

G 岡部  充樹 新国  柚翔 西  拳心 順位
19 岡部  充樹 オカベ  ミツキ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①8-9 ②8-9 3
20 新国  柚翔 ニイクニ  ユズト 仲本小学校 ①9-8 ③0-9 2
21 西  拳心 ニシ  ケンシン 浦和SC中尾 ②9-8 ③9-0 1

３・４年男子  



 

 

  

決勝トーナメント
C1 サトウ  キョウユウ

佐藤  京侑 ﾏｳｵ

B2 マツオ  アキズミ 6 9－6

松尾  秋澄 ﾏﾂｵ

D2 タナカ  ユウサク 1 9－3 11
田中  優作 ﾏﾂｵ

E2 ムトウ  シュンペイ 9－4

武藤  春平 ﾑﾄｳ

G1 ニシ  ケンシン 3 9－5
西  拳心 ﾉｸﾞﾁ

F1 エンドウ  エイタ 15 9－5
遠藤  瑛太 ﾉｸﾞﾁ

I1 ノグチ  アキト 4 9－7　　

野口  諒人 ﾉｸﾞﾁ

H2 オコノギ  ヒナタ 12 9－1
小此木  陽向 ｷｸﾁ

A1 キクチ  トウマ 5 9－7　　

菊地  冬馬 ﾉｸﾞﾁ

B1 カサマ  ダイチ 17 9－4

笠間  大馳 ｶｻﾏ

I2 カワウチ  ハルキ 7 9－3
河内  陽輝 ｶｻﾏ

D1 フセガワ  ケイタ 13 9－7

布施川  敬太 ﾌｾｶﾞﾜ

H1 ヨシオカ  レイヤ 8 9－7　　
吉岡  怜哉 ｶｻﾏ

G2 ニイクニ  ユズト 16 9－1
新国  柚翔 ｼﾓﾀﾞ

F2 シモダ  ユウジン 9 9－6

下田  悠人 ﾐﾁﾊｼ

C2 ヒキギ  ユウリ 14 9－2

引木  勇利 ﾋｷｷﾞ

A2 マツイ  ソウタ 2 9－6 ﾐﾁﾊｼ

松井  奏太 9－1
E1 ミチハシ  アオイ

道橋  碧
 

コンソレ
A3 オノ  ヒビキ

小野  響生
B3 サクライ  コウタ 4 ｻｸﾗｲ

櫻井  皓太 ｻｸﾗｲ 9－0

C3 カワイ  チカラ 1 9－1
川井  悠良  ｻｸﾗｲ

D3 サトウ  ハルヤ 6 9－6
佐藤  陽哉 ﾅｶﾞｻｷ

E3 ナガサキ  シュウノスケ 2 9－6

長﨑  脩之佑 5 ﾓﾄｷ

F3 モトキ  テルヤ 9－5

元木  瑛哉 ﾓﾄｷ

G3 オカベ  ミツキ 3 9－3
岡部  充樹

浦和SC中尾

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

川口市ﾃﾆｽ協会Jr

上落合小学校

仲本小学校

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

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

浦和SC三室

常盤小学校

ｺﾅﾐﾃﾆｽ浦和

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC天沼

浦和SC中尾

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

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

ﾙﾈｻﾝｽ蕨

ｺﾅﾐﾃﾆｽ浦和

浦和SC本太

浦和SC三室

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



  

予選リーグ
A 小澤  香子 中西  美桜 早坂  萌愛 順位

1 小澤  香子 オザワ  カコ 浦和SC駒場水曜 ①9-3 ②8-9 2
2 中西  美桜 ナカニシ  ミオ SARIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①3-9 ③2-9 3
3 早坂  萌愛 ハヤサカ  モナ 浦和SC中尾 ②9-8 ③9-2 1

B 江田  陽南 西村  明莉 小嶋  沙英 順位
4 江田  陽南 エダ  ハルナ 堀本Jr ①9-0 ②5-9 2
5 西村  明莉 ニシムラ  アカリ 浦和SC中尾 ①0-9 ③1-9 3
6 小嶋  沙英 コジマ  サエ 浦和SC本太 ②9-5 ③9-1 1

C 伊奈  凛 仁平  結衣 森田  七風 順位
7 伊奈  凛 イナ  リン 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①3-9 ②0-9 3
8 仁平  結衣 ニヘイ  ユイ 浦和SC駒場水曜 ①9-3 ③0-9 2
9 森田  七風 モリタ  ナナカ 浦和SC本太 ②9-0 ③9-0 1

Ｄ #N/A 渡邉  ひより 小野  杏珂 順位
10 渡邉  ひより ワタナベ  ヒヨリ 浦和SC駒場水曜 ①3-9,9-8,4-9 ③ 2
11 小野  杏珂 オノ  モモカ 浦和SC本太 ②9-3,8-9,9-4 ③ 1

E 永井  美月 冨木  茜 植岡  紗永 順位
12 永井  美月 ナガイ  ミツキ 浦和SC中尾 ①9-1 ②7-9 2
13 冨木  茜 フキ  アカネ 浦和SC三室 ①1-9 ③2-9 3
14 植岡  紗永 ウエオカ  サエ 浦和SC本太 ②9-7 ③9-2 1

F 丹野  愛佑 大久保  結菜 #N/A 順位
15 丹野  愛佑 タンノ  アユ 浦和SC本太 ①2-9,3-9 ② 2
16 大久保  結菜 オオクボ  ユイナ 堀本Jr ①9-2,9-3 ③ 1

G 神山  愛衣 吉岡  優来 森谷  舞香 順位
17 神山  愛衣 カミヤマ  アイ 浦和SC本太 ①9-5 ②5-9 2
18 吉岡  優来 ヨシオカ  ユラ SARIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①5-9 ③3-9 3
19 森谷  舞香 モリヤ  マイカ 堀本Jr ②9-5 ③9-3 1

３・４年女子  



 

 

 

 

 

 

  

決勝トーナメント
B1 コジマ  サエ

小嶋  沙英
D2 ワタナベ  ヒヨリ 7 ｺｼﾞﾏ

渡邉  ひより ﾊﾔｻｶ 9-7

A1 ハヤサカ  モナ 1 9-5

早坂  萌愛 ｺｼﾞﾏ

E2 ナガイ  ミツキ  11 9-5
永井  美月 ｵｵｸﾎﾞ

F1 オオクボ  ユイナ 2 9-5

大久保  結菜  ﾓﾘﾀ

G2 カミヤマ  アイ 9 9-5
神山  愛衣 ﾓﾘﾀ

C1 モリタ  ナナカ 3 9-0

森田  七風  ｺｼﾞﾏｻｴ

D1 オノ  モモカ 13 9-7
小野  杏珂 ｴﾀﾞ

B2 エダ  ハルナ 4 9-4

江田  陽南
C2 ニヘイ  ユイ 10 ﾓﾘﾔ

仁平  結衣 ﾓﾘﾔ 9-7

G1 モリヤ  マイカ 5 9-3

森谷  舞香 ｳｴｵｶ

F2 タンノ  アユ  12 9-7

丹野  愛佑 ﾀﾝﾉ

A2 オザワ  カコ 6 9-6 ｳｴｵｶ

小澤  香子 8 9-6
E1 ウエオカ  サエ

植岡  紗永

コンソレ
A3 ナカニシ  ミオ

中西  美桜
B3 ニシムラ  アカリ 4 ﾆｼﾑﾗ

西村  明莉 ﾆｼﾑﾗ 9-4

C3 イナ  リン 1 9-6
伊奈  凛 6 ﾆｼﾑﾗ　ｱｶﾘ

E3 フキ  アカネ 2  9-3

冨木  茜 5 ﾖｼｵｶ

F3 9-5

G3 ヨシオカ  ユラ 3

吉岡  優来

浦和SC中尾

浦和SC本太

SARIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

浦和SC駒場水曜

浦和SC本太

SARIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

浦和SC本太

堀本Jr

浦和SC本太

浦和SC駒場水曜

浦和SC駒場水曜

浦和SC本太

堀本Jr

浦和SC中尾

浦和SC本太

堀本Jr

浦和SC中尾

浦和SC三室

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ



  

５・６年男子  
予選リーグ

Ａ 奥田  壮紀 小久保  敦崇 #N/A 順位
1 奥田  壮紀 オクダ  マサキ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①6－9,5－9 ② 2
2 小久保  敦崇 コクボ  ノブタカ 浦和SC北浦和 ①9－6,9－5 ③ 1

B 小沢  英 中村  駿平 髙野  葉介 順位
1 小沢  英 オザワ  アキラ 埼玉大学付属小学校 ①9－0 ②9－7 1
2 中村  駿平 ナカムラ  シュンペイ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①0－9 ③4－9 3
3 髙野  葉介 タカノ  ヨウスケ 浦和SC中尾 ②7－9 ③9－4 2

C 上山  峻平 松浦  純也 #N/A 順位
1 上山  峻平 カミヤマ  シュンペイ ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ ①9－3,9－0 ② 1
2 松浦  純也 マツウラ  ジュンヤ 浦和SC中尾 ①3－9,0－9 ③ 2

D 上山  湊平 菅原  旺汰 #N/A 順位
1 上山  湊平 カミヤマ  ソウヘイ ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ 9－4,9－5 ② 1
2 菅原  旺汰 スガワラ  オウタ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ 4－9,5－9 ③ 2

E 山田  雄飛 岡田  武士 林  将生 順位
1 山田  雄飛 ヤマダ  ユウヒ 蓮沼小学校 ①4－9 ②6－9 3
2 岡田  武士 オカダ  タケシ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ①9－4 ③5－9 2
3 林  将生 ハヤシ  ショウセイ 浦和SC中尾 ②9－6 ③9－5 1

F 佐藤  和輝 髙橋  征剛 皆川  晴哉 順位
1 佐藤  和輝 サトウ  カズキ 浦和SC中尾 ①9－4 ②8－9 1
2 髙橋  征剛 タカハシ  セイゴウ 木崎小学校 ①4－9 ③9－6 2
3 皆川  晴哉 ミナガワ  セイヤ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9－8 ③6－9 3

G 鈴木  柊慈 鳩宿  舜 #N/A 順位
1 鈴木  柊慈 スズキ  シュウジ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①7－9、4－9 ② 2
2 鳩宿  舜 ハトヤ  シュン 浦和SC北浦和 ①9－7、9－4 ③ 1



 

  
決勝トーナメント

E1 ハヤシ  ショウセイ

林  将生
C2 マツウラ  ジュンヤ 7 ﾊﾔｼ

松浦  純也 ﾀｶﾊｼ 9-8

F2 タカハシ  セイゴウ 1 9-8

髙橋  征剛 ｵｻﾞﾜ

B1 オザワ  アキラ  11 9－3

小沢  英 ｵｻﾞﾜ

D2 スガワラ  オウタ 2 9－5
菅原  旺汰  ｵｻﾞﾜ

G2 スズキ  シュウジ 9 9－1
鈴木  柊慈 ｺｸﾎﾞ

A1 コクボ  ノブタカ 3 9－4

小久保  敦崇  ｶﾐﾔﾏ

G1 ハトヤ  シュン 13 9－6
鳩宿  舜 ﾀｶﾉ

B2 タカノ  ヨウスケ 4 9－4

髙野  葉介
A2 オクダ  マサキ 10 ｶﾐﾔﾏ　

奥田  壮紀 ｶﾐﾔﾏ 9－6

C1 カミヤマ  シュンペイ 5 9－1

上山  峻平 ｶﾐﾔﾏ

F1 サトウ  カズキ  12 9－7

佐藤  和輝 ｻﾄｳ

E2 オカダ  タケシ 6 9-8 ｶﾐﾔﾏ　

岡田  武士 8 9－6
D1 カミヤマ  ソウヘイ

上山  湊平

コンソレ
B3 ナカムラ  シュンペイ

中村  駿平 2 ﾅｶﾑﾗ

E3 ヤマダ  ユウヒ 9－6
山田  雄飛 ﾐﾅｶﾞﾜ

F3 ミナガワ  セイヤ 1 9－5

皆川  晴哉

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC北浦和

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC中尾

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

蓮沼小学校

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ

浦和SC中尾

浦和SC中尾

木崎小学校

埼玉大学付属小学校

浦和SC中尾

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC北浦和



  

５・６年女子  

予選リーグ
Ａ 小柳津  茉里 立石  紗良 柴田  梨那 順位

1 小柳津  茉里 オヤイズ  マツリ 川口市立戸塚南小学校 ①9-3 ②3-9 2
2 立石  紗良 タテイシ  サラ 浦和SC三室 ①3-9 ③5-9 3
3 柴田  梨那 シバタ  リナ 浦和SC中尾 ②9-3 ③9-5 1

Ｂ 小池  瞳 辻  歌乃 新田  帆乃香 順位
1 小池  瞳 コイケ  ヒトミ 大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ ①3-9 ②9-6 2
2 辻  歌乃 ツジ  ウタノ 浦和SC中尾 ①9-3 ③9-2 1
3 新田  帆乃香 ニッタ  ホノカ 浦和SC北浦和 ②6-9 ③2-9 3

C 角田  志歩 蓮沼  尚美 順位
1 角田  志歩 ツノダ  シホ 浦和SC中尾 ①3-9,2-9 2
2 蓮沼  尚美 ハスヌマ  ナオミ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-3,9-2 1

Ｄ 斉藤  桃子 堀越  一莉 土方  優希 順位
1 斉藤  桃子 サイトウ  モモコ 浦和SC本太 ①2-9 ②9-4 3
2 堀越  一莉 ホリコシ  ヒマリ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①9-2 ③6-9 1
3 土方  優希 ヒジカタ  ユキ 浦和SC中尾 ②4-9 ③9-6 2

E 辰見  奈緒 山崎  里菜 山口  歩花 順位
1 辰見  奈緒 タツミ  ナオ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽ浦和 ①9-6 ②9-2 1
2 山崎  里菜 ヤマザキ  リナ 大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ ①6-9 ③9-4 2
3 山口  歩花 ヤマグチ  ホノカ 浦和SC中尾 ②2-9 ③4-9 3

F 小貫  真椰 渡邉  聖 順位
1 小貫  真椰 コヌキ  マヤ 浦和SC中尾 ①9-6,9-1 1
2 渡邉  聖 ワタナベ  ヒジリ 大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ ①6-9,1-9 2



 

 

決勝トーナメント
C1 ハスヌマ  ナオミ

蓮沼  尚美
B2 コイケ  ヒトミ 5 ﾊｽﾇﾏ

小池  瞳 ﾜﾀﾅﾍﾞ 9-3

F2 ワタナベ  ヒジリ 1 9-6

渡邉  聖 ﾊｽﾇﾏ

D1 ホリコシ  ヒマリ  9 9-7

堀越  一莉 ﾎﾘｺｼ

A2 オヤイズ  マツリ 2 9-5 ﾀﾂﾐ

小柳津  茉里 6 9-7
E1 タツミ  ナオ

辰見  奈緒 11 ﾂｼﾞ　ｳﾀﾉ

A1 シバタ  リナ 9-3
柴田  梨那

E2 ヤマザキ  リナ 7 ﾂｼﾞ

山崎  里菜 ﾂｼﾞ 9-4

B1 ツジ  ウタノ 3 9-5

辻  歌乃 ﾂｼﾞ

C2 ツノダ  シホ  10 9-1
角田  志歩 ﾋｼﾞｶﾀ

D2 ヒジカタ  ユキ 4 9-6 ｺﾇｷ

土方  優希 8 9-5
F1 コヌキ  マヤ

小貫  真椰  

コンソレ
A3 タテイシ  サラ

立石  紗良 ﾆｯﾀ

B3 ニッタ  ホノカ 1 9-7

新田  帆乃香 ｻｲﾄｳ　ﾓﾓｺ

D3 サイトウ  モモコ 3 9-1

斉藤  桃子 ｻｲﾄｳ

E3 ヤマグチ  ホノカ 2 9-4
山口  歩花

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ

大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ

川口市立戸塚南小学校

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽ浦和

浦和SC中尾

浦和SC中尾

浦和SC中尾

浦和SC三室

浦和SC北浦和

浦和SC本太

浦和SC中尾

浦和SC中尾

浦和SC中尾


