
 

第 10 回キッズテニス大会 IN SAITAMA 

2016 年 10 月 29 日（土） 

 

大会の部   参加１08 名（申し込み 112名） 

教室の部   参加  ３1 名（申し込み 31 名） 

 

＜大会の部 上位入賞者＞ 

1・2 年男子 1・2 年女子 

1 位 市川 智也（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 1 位 渡辺 光来（ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ新所沢） 

2 位 佐々木 海椰（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 2 位 永井 美月（浦和 SC 中尾.） 

3 位 石川 侑海斗（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 3 位 小沢 友里恵（ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ浦和） 

3 位 笠間 大馳（与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 3 位 江口 嶺 （浦和 SC 中尾） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 小野 響生（浦和 SC 三室） ｺﾝｿﾚ 1 位       － 

３・４年男子 ３・４年女子 

1 位 上山 湊平（ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ） 1 位 山崎 梨咲子（浦和 SC 天沼.） 

2 位 小田原 涼（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 2 位 辻 歌乃 （浦和 SC 中尾.） 

3 位 小川 統世（ﾙﾈｻﾝｽ浦和） 3 位 小嶋 沙英（浦和 SC 本太） 

3 位 佐藤 京侑（常盤小学校） 3 位 斉藤 桃子（浦和 SC 本太） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 道端 碧 （上落合小学校） ｺﾝｿﾚ 1 位 辰見 奈緒（道祖土小学校.） 

５・６年男子 ５・６年女子 

1 位 石川 海貴（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 1 位 小川 紗慧（ﾙﾈｻﾝｽ浦和） 

2 位 宮市 隆生（浦和 SC 本太） 2 位 蓮沼 尚美（久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞ） 

3 位 山本 遥平（戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 3 位 竹井 美結（大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ） 

3 位 堀 奏太 （戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 3 位 小嶋 夏紀（浦和 SC 本太） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 元木 琉人（浦和 SC 三室） ｺﾝｿﾚ 1 位 柴田 梨那（浦和 SC 中尾） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

予選リーグ
A 田中  優作 小野  響生 市川  智也 順位

1 田中  優作 タナカ  ユウサク 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-7 ②7-9 2
2 小野  響生 オノ  ヒビキ 浦和SC三室 ①7-9 ③7-9 3
3 市川  智也 イチカワ  トモヤ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ②9-7 ③9-7 1

B 宮原  大樹 石川  朝陽 藤田  智宏 順位
4 宮原  大樹 ミヤハラ  タイキ 浦和SC駒場 ①9-1 ②9-4 1
5 石川  朝陽 イシカワ  アサヒ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①1-9 ③8-9 3
6 藤田  智宏 フジタ  トモヒロ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②4-9 ③9-8 2

C 根岸  悠真 川井  悠良 佐々木  海椰 順位
7 根岸  悠真 ネギシ  ユウマ ﾙﾈｻﾝｽ蕨 ①9-2 ②4-9 2
8 川井  悠良 カワイ  チカラ 浦和SC駒場 ①2-9 ③0-9 3
9 佐々木  海椰 ササキ  カイヤ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ②9-4 ③9-0 1

Ｄ 笠間  大馳 岩下  友祐 武藤  春平 順位
10 笠間  大馳 カサマ  ダイチ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①9-0 ②9-7 1
11 岩下  友祐 イワシタ  ユウスケ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 ①0-9 ③2-9 3
12 武藤  春平 ムトウ  シュンペイ 浦和SC天沼 ②7-9 ③9-2 2

E 田中  健斗 石川  侑海斗 順位
14 田中  健斗 タナカ  ケント 浦和SC駒場 ①0-9,2-9 2
15 石川  侑海斗 イシカワ  ユウト 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ①2-9,9-0 1

1・２年男子  

決勝トーナメント
E1 イシカワ  ユウト

石川  侑海斗 ｲｼｶﾜ

C2 ネギシ  ユウマ 5 9-5

根岸  悠真 ﾈｷﾞｼ

D2 ムトウ  シュンペイ 1 9-5 7
武藤  春平 ｲﾁｶﾜ

A1 イチカワ  トモヤ 9-8

市川  智也 ｲﾁｶﾜ

B2 フジタ  トモヒロ 3 9-5
藤田  智宏 ｲﾁｶﾜ

B1 ミヤハラ  タイキ 9 9-8
宮原  大樹 ｶｻﾏ

D1 カサマ  ダイチ 4 9-3

笠間  大馳 ｻｻｷ

A2 タナカ  ユウサク 8 9-6

田中  優作 ﾀﾅｶﾕｳｻｸ

E2 タナカ  ケント 2 9-5 ｻｻｷ

田中  健斗 6 9-3
C1 ササキ  カイヤ

佐々木  海椰

コンソレ
E3

A3 オノ  ヒビキ 3 ｵﾉ

小野  響生 9-5
B3 イシカワ  アサヒ 1 ｵﾉ

石川  朝陽 4 9-8
D3 イワシタ  ユウスケ

岩下  友祐 ｶﾜｲ

C3 カワイ  チカラ 2 9-4

 川井  悠良

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

ﾙﾈｻﾝｽ蕨

浦和SC天沼

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC駒場

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

浦和SC駒場

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和

浦和SC三室

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC駒場



  

決勝トーナメント
C1 ワタナベ  ミク

渡辺  光来 ﾜﾀﾅﾍﾞ

B3 ホシナ  ユウカ 1 9-0
星名  優香 ﾜﾀﾅﾍﾞ

B2 オザワ  ユリエ 5 9-1

小沢  友理恵 ｵｻﾞﾜ

A2 フクダ  カリン 2 9-6
福田  花梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ

A1 ハヤサカ  モナ 7 9-4
早坂  萌愛 ﾅｶﾞｲ

C2 ナガイ  ミツキ 3 9-5

永井  美月 ﾅｶﾞｲ

A3 カワカミ  マリカ 6 9-4
川上  万里花 ｴｸﾞﾁ

B1 エグチ  ミネ 4 9-3

江口  嶺

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢

大砂土小学校

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和

浦和SC中尾

浦和SC中尾

浦和SC中尾

浦和SC中尾

ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ浦和

予選リーグ
A 福田  花梨 川上  万里花 早坂  萌愛 順位

1 福田  花梨 フクダ  カリン 浦和SC中尾 ①9-1 ②5-9 2
2 川上  万里花 カワカミ  マリカ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ浦和 ①1-9 ③5-9 3
3 早坂  萌愛 ハヤサカ  モナ 浦和SC中尾 ②9-5 ③9-5 1

B 星名  優香 江口  嶺 小沢  友理恵 順位
4 星名  優香 ホシナ  ユウカ 大砂土小学校 ①4-9 ②3-9 3
5 江口  嶺 エグチ  ミネ 浦和SC中尾 ①9-4 ③9-5 1
6 小沢  友理恵 オザワ  ユリエ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 ②9-3 ③5-9 2

C 永井  美月 渡辺  光来 順位
7 永井  美月 ナガイ  ミツキ 浦和SC中尾 ①0-9,2-9 ② 2
8 渡辺  光来 ワタナベ  ミク ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 ①9-0,9-2 ③ 1

② ③

1・２年女子  



  

３・４年男子  

予選リーグ
A 大川  智輝 小沢  英 順位

1 大川  智輝 オオカワ  トモキ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①5-9,2-9 2
3 小沢  英 オザワ  アキラ ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ ①9-5,9-2 1

B 吉住  大輝 森川  蒼生 安戸  文希 順位
4 吉住  大輝 ヨシズミ  ダイキ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-7 ②9-4 1
5 森川  蒼生 モリカワ  アオイ ｱｸﾛｽ戸田ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ ①7-9 ③9-6 2
6 安戸  文希 ヤスド  フミキ 浦和SC北浦和 ②4-9 ③6-9 3

C 上山  湊平 西  拳心 順位
7 上山  湊平 カミヤマ  ソウヘイ ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ ①9-2,9-1 ② 1
8 西  拳心 ニシ  ケンシン 浦和SC中尾 ①2-9,1-9 ③ 2

D 下田  悠人 小田原  涼 森田  圭信 順位
13 下田  悠人 シモダ  ユウジン 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①1-9 ②9-8 2
11 小田原  涼 オダワラ  リョウ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ①9-1 ③9-1 1
12 森田  圭信 モリタ  ケイシン ｾﾌﾞﾝｶﾙﾁｬｰｸﾗﾌﾞ浦和 ②8-9 ③1-9 3

E 布施川  敬太 奥田  壮紀 元木  瑛哉 順位
10 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 ①6-9 ②9-2 2
20 奥田  壮紀 オクダ  マサキ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-6 ③9-2 1
15 元木  瑛哉 モトキ  テルヤ 浦和SC三室 ②2-9 ③2-9 3

F 遠藤  瑛太 鈴木  柊慈 小川  統世 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 ①4-9 ②7-9 3
17 鈴木  柊慈 スズキ  シュウジ 上落合小学校 ①9-4 ③4-9 2
18 小川  統世 オガワ  トウセイ ﾙﾈｻﾝｽ浦和 ②9-7 ③9-4 1

G 道橋  碧 佐藤  和輝 上山  峻平 順位
19 道橋  碧 ミチハシ  アオイ 上落合小学校 ①5-9 ②1-9 3
14 佐藤  和輝 サトウ  カズキ 浦和SC中尾 ①9-5 ③4-9 2
21 上山  峻平 カミヤマ  シュンペイ ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ ②9-1 ③9-4 1

H 吉岡  怜哉 橋本  裕音 佐藤  京侑 順位
22 吉岡  怜哉 ヨシオカ  レイヤ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①8-9 ②0-9 3
23 橋本  裕音 ハシモト  ユウト 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①9-8 ③4-9 2
24 佐藤  京侑 サトウ  キョウユウ 常盤小学校 ②9-0 ③9-4 1

I 小池  空斗 中村  駿平 順位
25 小池  空斗 コイケ  ソラト 浦和SC天沼 ①9-3,9-2 1
27 中村  駿平 ナカムラ  シュンペイ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①3-9,2-9 2



 

 

  

決勝トーナメント
D1 オダワラ  リョウ

小田原  涼 ｵﾀﾞﾜﾗ

E2 フセガワ  ケイタ 6 9-8
布施川  敬太 ｶﾐﾔﾏ

G1 カミヤマ  シュンペイ 1 9-2 11

上山  峻平 ｵﾀﾞﾜﾗ

B2 モリカワ  アオイ 9-5
森川  蒼生 ｵｻﾞﾜ

A1 オザワ  アキラ 3 9-7

小沢  英 ｵﾀﾞﾜﾗ

F2 スズキ  シュウジ 15 9-4
鈴木  柊慈 ｺｲｹ

I1 コイケ  ソラト 4 9-3

小池  空斗 ｻﾄｳ

C2 ニシ  ケンシン 12 9-8
西  拳心 ｻﾄｳ

H1 サトウ  キョウユウ 5 9-3

佐藤  京侑 ｶﾐﾔﾏ

F1 オガワ  トウセイ 17 9-6

小川  統世 ｵｶﾞﾜ

G2 サトウ  カズキ 7 9-3
佐藤  和輝 ｵｶﾞﾜ

A2 オオカワ  トモキ 13 9-3
大川  智輝 ﾖｼｽﾞﾐ

B1 ヨシズミ  ダイキ 8 9-3

吉住  大輝 ｶﾐﾔﾏ

I2 ナカムラ  シュンペイ 16 9-7
中村  駿平 ｵｸﾀﾞ

E1 オクダ  マサキ 9 9-5

奥田  壮紀 ｶﾐﾔﾏ

D2 シモダ  ユウジン 14 9-0

下田  悠人 ｼﾓﾀﾞ

H2 ハシモト  ユウト 2 9-8 ｶﾐﾔﾏ

橋本  裕音 10 9-2
C1 カミヤマ  ソウヘイ

上山  湊平
 

コンソレ
B3 ヤスド  フミキ

安戸  文希 ﾓﾄｷ

E3 モトキ  テルヤ 1 9-6

元木  瑛哉 ﾖｼｵｶ

H3 ヨシオカ  レイヤ 5 9-7

吉岡  怜哉 ﾖｼｵｶ

D3 モリタ  ケイシン 2 9-3
森田  圭信 ﾐﾁﾊｼ

I3 7 9-2

G3 ミチハシ  アオイ 3

道橋  碧 ﾐﾁﾊｼ

C3 6 9-3

F3 エンドウ  エイタ 4

遠藤  瑛太

ｾﾌﾞﾝｶﾙﾁｬｰｸﾗﾌﾞ浦和

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

上落合小学校

浦和SC三室

ﾙﾈｻﾝｽ浦和

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

常盤小学校

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC中尾

浦和SC北浦和

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

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

ｱｸﾛｽ戸田ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ

浦和SC中尾

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

上落合小学校

浦和SC天沼



  

３・４年女子  

予選リーグ
A 河野  花南 小嶋  沙英 久保  未采 順位

1 河野  花南 カワノ  ハナ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 ①3-9 ②9-2 2
2 小嶋  沙英 コジマ  サエ 浦和SC本太 ①9-3 ③9-1 1
3 久保  未采 クボ  ミコト 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②2-9 ③1-9 3

B 角田  志歩 矢内  日向 堀  小春 順位
4 角田  志歩 ツノダ  シホ 浦和SC中尾 ①9-3 ②9-5 1
5 矢内  日向 ヤウチ  ヒナタ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 ①3-9 ③5-9 3
6 堀  小春 ホリ  コハル 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ②5-9 ③9-5 2

C 堀越  一莉 平石  香奈 瀬尾  麻結奈 順位
7 堀越  一莉 ホリコシ  ヒマリ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①7-9 ②9-3 2
8 平石  香奈 ヒライシ  カナ 浦和SC中尾 ①9-7 ③9-4 1
9 瀬尾  麻結奈 セオ  マユナ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 ②3-9 ③4-9 3

Ｄ 斉藤  桃子 辰見  奈緒 福田  結衣 順位
10 斉藤  桃子 サイトウ  モモコ 浦和SC本太 ①9-1 ②9-8 1
11 辰見  奈緒 タツミ  ナオ 道祖土小学校 ①1-9 ③8-9 3
12 福田  結衣 フクダ  ユイ 三浦Jr. ②8-9 ③9-8 2

E 曽我  佳世 小貫  真椰 村松  撫子 順位
13 曽我  佳世 ソガ  カヨ ITC与野ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①1-9 ②2-9 3
14 小貫  真椰 コヌキ  マヤ 浦和SC中尾 ①9-1 ③9-6 1
15 村松  撫子 ムラマツ  ナデシコ 本太小学校 ②9-2 ③6-9 2

F 白川  静楓 高見  悠里 森田  七風 順位
16 白川  静楓 シラカワ  セイカ 浦和SC北浦和 ①9-7 ②9-5 1
17 高見  悠里 タカミ  ユウリ 上尾市立瓦葺小 ①7-9 ③7-9 3
18 森田  七風 モリタ  ナナカ 浦和SC本太 ②5-9 ③9-7 2

G 辻  歌乃 山﨑  梨咲子 順位
19 辻  歌乃 ツジ  ウタノ 浦和SC中尾 ①9-7,7-9,6-9 ② 2
20 山﨑  梨咲子 ヤマサキ  リサコ 浦和SC天沼 ①7-9,9-7,9-6 ③ 1

② ③

H 宮澤  七聖 宮嶋  美咲 順位
21 宮澤  七聖 ミヤザワ  ナナセ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①3-9,3-9 ② 2
22 宮嶋  美咲 ミヤジマ  ミサキ 浦和SC本太 ①9-3,9-3 ③ 1

② ③



 

 

 

 

 

 

  

決勝トーナメント
G1 ヤマサキ  リサコ

山﨑  梨咲子 ﾔﾏｻｷ

F2 モリタ  ナナカ 1 9-3
森田  七風 ﾔﾏｻｷ

A2 カワノ  ハナ 9 9-5
河野  花南 ｺﾇｷ

E1 コヌキ  マヤ 2 9-4

小貫  真椰 ﾔﾏｻｷ

H1 ミヤジマ  ミサキ  13 9-4
宮嶋  美咲 ﾎﾘ

B2 ホリ  コハル 3 9-6

堀  小春  ｻｲﾄｳ

C2 ホリコシ  ヒマリ 10 9-7
堀越  一莉 ｻｲﾄｳ

D1 サイトウ  モモコ 4 9-8

斉藤  桃子  ﾔﾏｻｷ

F1 シラカワ  セイカ 15 9-1

白川  静楓 ｼﾗｶﾜ

D2 フクダ  ユイ 5 9-4
福田  結衣

B1 ツノダ  シホ 11 ﾂｼﾞ

角田  志歩 ﾂｼﾞ 9-4

G2 ツジ  ウタノ 6 9-8

辻  歌乃 ﾂｼﾞ

C1 ヒライシ  カナ  14 9-8

平石  香奈 ﾋﾗｲｼ

H2 ミヤザワ  ナナセ 7 9-4
宮澤  七聖  ｺｼﾞﾏ

E2 ムラマツ  ナデシコ 12 9-4
村松  撫子 ｺｼﾞﾏ

A1 コジマ  サエ 8 9-2

小嶋  沙英

コンソレ
B3 ヤウチ  ヒナタ

矢内  日向
E3 ソガ  カヨ 3 ｿｶﾞ

曽我  佳世 ｿｶﾞ 9-8

C3 セオ  マユナ 1 9-8
瀬尾  麻結奈  ﾀﾂﾐ

D3 タツミ  ナオ 5 9-5

辰見  奈緒 ﾀﾂﾐ

F3 タカミ  ユウリ 2 9-7
高見  悠里 4 ﾀﾂﾐ

A3 クボ  ミコト 9-2
久保  未采

浦和SC本太

三浦Jr.

本太小学校

浦和SC本太

浦和SC北浦和

浦和SC中尾

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

浦和SC本太

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

ITC与野ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

浦和SC中尾

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC本太

上尾市立瓦葺小

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC天沼

浦和SC中尾

浦和SC中尾

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和

道祖土小学校



  

５・６年男子  

予選リーグ
Ａ 元木  琉人 江口  悠 佐藤  海延 順位

1 元木  琉人 モトキ  リュウト 浦和SC三室 ①6-9 ②6-9 3
2 江口  悠 エグチ  ユウ 浦和SC中尾 ①9-6 ③9-6 1
3 佐藤  海延 サトウ  カイエン 常盤小学校 ②9-6 ③6-9 2

B 堀  奏太 宮市  康正 岡田  尚悟 順位
4 堀  奏太 ホリ  ソウタ 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ①9-6 ②9-6 1
5 宮市  康正 ミヤイチ  コウセイ 浦和SC本太 ①6-9 ③9-5 2
6 岡田  尚悟 オカダ  ショウゴ 浦和SC中尾 ②6-9 ③5-9 3

C 石川  海貴 松浦  慧音 コットン  蓮 順位
7 石川  海貴 イシカワ  カイト 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ①9-3 ②9-5 1
8 松浦  慧音 マツウラ  ケイト 浦和SC中尾 ①3-9 ③9-8 2
9 コットン  蓮 コットン  レン 浦和SC中尾 ②5-9 ③8-9 3

D 水村  陽 宮嶋  優佑 高橋  昂己 順位
10 水村  陽 ミズムラ  ヨウ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 ①5-9 ②8-9 3
11 宮嶋  優佑 ミヤジマ  ユウスケ 浦和SC本太 ①9-5 ③9-4 1
12 高橋  昂己 タカハシ  コウキ 浦和SC中尾 ②9-8 ③4-9 2

E 山本  琢朗 山本  遥平 宮市  隆正 順位
13 山本  琢朗 ヤマモト  タクロウ 浦和SC中尾 ①5-9 ②4-9 3
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 ①9-5 ③9-6 1
15 宮市  隆正 ミヤイチ  リュウセイ 浦和SC本太 ②9-4 ③6-9 2

F 林  将生 鈴木  福太郎 秋本  凌来 順位
16 林  将生 ハヤシ  ショウセイ 浦和SC中尾 ①9-7 ②9-2 1
17 鈴木  福太郎 スズキ  フクタロウ ﾙﾈｻﾝｽ浦和 ①7-9 ③2-9 3
18 秋本  凌来 アキモト  リク ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和②2-9 ③9-2 2

G 長田  稀空 宮嶋  航司 順位
19 長田  稀空 オサダ  キラ 浦和SC中尾 ①8-9,5-9 ② 2
20 宮嶋  航司 ミヤジマ  コウジ 浦和SC本太 ①9-8,9-5 ③ 1

② ③



 

  

決勝トーナメント
A1 エグチ  ユウ

江口  悠
E2 ミヤイチ  リュウセイ 7 ﾐﾔｲﾁ

宮市  隆正 ﾐﾔｲﾁ 9-4

C2 マツウラ  ケイト 1 9-3
松浦  慧音 ﾐﾔｲﾁ

E1 ヤマモト  ヨウヘイ  11 9-5

山本  遥平 ﾔﾏﾓﾄ

F2 アキモト  リク 2 9-3
秋本  凌来  ﾔﾏﾓﾄ

G2 オサダ  キラ 9 9-4
長田  稀空 ﾐﾔｼﾞﾏ

D1 ミヤジマ  ユウスケ 3 9-8

宮嶋  優佑  ｲｼｶﾜ

C1 イシカワ  カイト 13 9-5

石川  海貴 ｲｼｶﾜ

B2 ミヤイチ  コウセイ 4 9-6
宮市  康正

D2 タカハシ  コウキ 10 ｲｼｶﾜ

高橋  昂己 ﾐﾔｼﾞﾏ 9-5

G1 ミヤジマ  コウジ 5 9-5

宮嶋  航司 ｲｼｶﾜ

F1 ハヤシ  ショウセイ  12 9-3

林  将生 ﾊﾔｼ

A2 サトウ  カイエン 6 9-4 ﾎﾘ

佐藤  海延 8 9-3
B1 ホリ  ソウタ

堀  奏太

コンソレ
A3 モトキ  リュウト

元木  琉人
B3 オカダ  ショウゴ 3 ﾓﾄｷ

岡田  尚悟 ｵｶﾀﾞ 9-4

C3 コットン  レン 1 9-6
コットン  蓮  ﾓﾄｷ

D3 ミズムラ  ヨウ 5 9-5

水村  陽 ﾐｽﾞﾑﾗ

E3 ヤマモト  タクロウ 2 9-5
山本  琢朗 4 ﾐｽﾞﾑﾗ

F3 スズキ  フクタロウ 9-2
鈴木  福太郎

浦和SC中尾

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和

浦和SC中尾

浦和SC中尾

ﾙﾈｻﾝｽ浦和

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

浦和SC中尾

浦和SC本太

常盤小学校

浦和SC中尾

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

浦和SC三室

浦和SC中尾

浦和SC本太

浦和SC中尾

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中尾



  

５・６年女子  

予選リーグ
Ａ 小川  紗慧 阿部  七重 柴田  梨那 順位

1 小川  紗慧 オガワ  サエ ﾙﾈｻﾝｽ浦和 ①9-5 ②9-6 1
2 阿部  七重 アベ  ナナエ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①5-9 ③9-8 2
3 柴田  梨那 シバタ  リナ 浦和SC中尾 ②6-9 ③8-9 3

Ｂ 森  涼乃 竹井  美結 土方  優希 順位
4 森  涼乃 モリ  スズノ 三浦Jr. ①5-9 ②2-9 3
5 竹井  美結 タケイ  ミユ 大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ ①9-5 ③9-6 1
6 土方  優希 ヒジカタ  ユキ 浦和SC中尾 ②9-2 ③6-9 2

C 勝浦  蒼葉 森田  涼葉 山口  歩花 順位
7 勝浦  蒼葉 カツウラ  アオバ 三浦Jr. ①2-9 ②8-9 3
8 森田  涼葉 モリタ  スズハ 浦和SC本太 ①9-2 ③8-9 2
9 山口  歩花 ヤマグチ  ホノカ 浦和SC中尾 ②9-8 ③9-8 1

Ｄ 白田  七彩 遠井  若奈 小嶋  夏紀 順位
10 白田  七彩 シラタ  ナナ 三浦Jr. ①3-9 ②0-9 3
11 遠井  若奈 トオイ  ワカナ 大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ ①9-3 ③1-9 2
12 小嶋  夏紀 コジマ  ナツキ 浦和SC本太 ②9-0 ③9-1 1

E 福田  真衣 保坂  真里奈 小林  香純 順位
13 福田  真衣 フクダ  マイ 三浦Jr. ①3-9 ②3-9 3
14 保坂  真里奈 ホサカ  マリナ 浦和SC本太 ①9-3 ③3-9 2
15 小林  香純 コバヤシ  カスミ 浦和SC中尾 ②9-3 ③9-3 1

F 蓮沼  尚美 芦沢  優奈 平井  晴苗 順位
16 蓮沼  尚美 ハスヌマ  ナオミ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-7 ②9-3 1
17 芦沢  優奈 アシザワ  ユナ 浦和SC本太 ①7-9 ③3-9 3
18 平井  晴苗 ヒライ  ハルナ 浦和SC天沼 ②3-9 ③9-3 2



 

 

決勝トーナメント
A1 オガワ  サエ

小川  紗慧
C2 モリタ  スズハ 5 ｵｶﾞﾜ

森田  涼葉 ﾋﾗｲ 9-6

F2 ヒライ  ハルナ 1 9-7

平井  晴苗 ｵｶﾞﾜ

E1 コバヤシ  カスミ  9 9-6

小林  香純 ｺﾊﾞﾔｼ

D2 トオイ  ワカナ 2 9-1 ﾀｹｲ

遠井  若奈 6 9-8
B1 タケイ  ミユ

竹井  美結 11 ｵｶﾞﾜ

C1 ヤマグチ  ホノカ 9-6
山口  歩花

B2 ヒジカタ  ユキ 7 ﾊｽﾇﾏ

土方  優希 ﾊｽﾇﾏ 9-3

F1 ハスヌマ  ナオミ 3 9-1

蓮沼  尚美 ﾊｽﾇﾏ

A2 アベ  ナナエ  10 9-3

阿部  七重 ｱﾍﾞ

E2 ホサカ  マリナ 4 9-7 ｺｼﾞﾏ

保坂  真里奈 8 9-5
D1 コジマ  ナツキ

小嶋  夏紀  

コンソレ
A3 シバタ  リナ

柴田  梨那
B3 モリ  スズノ 3 ｼﾊﾞﾀ

森  涼乃 ｶﾂｳﾗ 9-7

C3 カツウラ  アオバ 1 9-8

勝浦  蒼葉  ｼﾊﾞﾀ

D3 シラタ  ナナ 5 9-7
白田  七彩 ﾌｸﾀﾞ

E3 フクダ  マイ 2 9-1

福田  真衣 4 ｱｼｻﾞﾜ

F3 アシザワ  ユナ 9-7

芦沢  優奈

ﾙﾈｻﾝｽ浦和

浦和SC本太

浦和SC天沼

浦和SC中尾

浦和SC中尾

大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ

大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ

浦和SC中尾

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC本太

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

三浦Jr.

浦和SC中尾

三浦Jr.

三浦Jr.

浦和SC本太

三浦Jr.

浦和SC本太


