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[中学生男子競技の部]

※コンソレーションは、当日希望者のみ行います。

1 斉藤 成哉 )( 石井TA        

2 小川 翼 )( リトルプリンス 

3 玉柳 愛翔 )( リトルプリンス 

4 長澤 翔斗 )( リトルプリンス 

5 中川 匠太郎 )( リトルプリンス 

6 駒井 晴人 )( リトルプリンス 

7 仲村 透和 )( リトルプリンス 

8 小原 慧也 )( 霞ヶ関          

9 中村 一紀 )( リトルプリンス 

10 深田 翔永 )( リトルプリンス 

11 林 蓮太郎 )( 個人            

[中学生女子競技の部]

※コンソレーションは、当日希望者のみ行います。

1 大久保 まこ )( 個人            

2 久我  実々 )( 石井TA        

3 仙波 瑚希未 )( フォレスト      

4 江原 来桃 )( 個人            

5 日向 美優 )( フォレスト      
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[小学生男子競技の部]

※コンソレーションは、当日希望者のみ行います。

1 田谷 陸仁 )( 個人            

2 三島 昂起 )( 個人            

3 広見 海 )( リトルプリンス 

4 羽生田 琉碧 )( HKクラブ      

5 林 駿太郎 )( 個人            

6 田谷 類仁 )( 個人            

7 杉浦 泰斗 )( リトルプリンス 

8 江原 叶碧 )( 個人            

9 吉田 圭太 )( 個人            

10 三田 悠里 )( リトルプリンス 

[　小学生女子競技の部　]

順位

1 藤澤 秋桜里 (リトルプリンス) 63

3

36 2

氏名 所属 1 2 3

3 井上 心結 (リトルプリンス) 63 60 1

2 山田 愛理 (リトルプリンス) 36 06
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※1名欠場のため、リーグ戦に変更
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[　小学生初心者の部　]

※初心者の部は、欠席等により組み合わせが変更になる場合があります。その際は、大会運営本部の指示に

　従ってください。　

(コンソレーション) (本戦)

1 近藤 梨世 )( フォレスト        

2 新井 綾太 )( リトルプリンス   

A

3 並木 心音 )( リトルプリンス   

4 太田 夏鈴 )( 霞ヶ関            

5 神谷 菜月 )( 個人              

6 並木 希颯 )( リトルプリンス   

B

7 羽生田 杏 )( HKクラブ        

8 鹿野  智史 )( リトルプリンス   

9 塚原 乾生 )( フォレスト        

10 小島 颯空 )( リトルプリンス   

C

11 小笠原 崚真 )( リトルプリンス   

12 押方 砂穂 )( フォレスト        

13 石田 龍晟 )( 石井TA          

14 秋元 涼 )( リトルプリンス   

D

15 高橋 亮太 )( フォレスト        

16 冨島 大 )( リトルプリンス   

17 中川 惠善 )( 個人              

18 冨島 元 )( リトルプリンス   

E

19 並木 牽人 )( リトルプリンス   

20 井上 和真 )( リトルプリンス   
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F 氏名

2

22 小澤 美波 )( 個人　           42

3

所属

21 平野 匠悟 )( フォレスト       24 40

43 1

21 22 23 順位

23 岸野 央明 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ      ０４ 34

Ｂ 氏名 所属 6 7 8 順位

43 1

6 並木　希颯 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ      34 34

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ      43 34

3

7 羽生田　杏 )( HKクラブ       43

28 鹿野　智史
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