
種　目 優　勝 準優勝 参加数
６年男子複 深尾 優太 根本 舜生 土屋 七琉 川﨑 航生 山嵜 耀介 鈴木 啓真 鈴木 康介 檜山 泰河 　３２

佐藤 策太 岡部 翔 八木澤 秀樹 公文 翔虎 谷川 晃大 市村 祐作 佐藤 空芽 古田 大翔
(東京) (神奈川) (埼玉) (神奈川) (茨城) (茨城) (栃木) (栃木)

５年男子複 野口 馳矢 椎名 洸介 外村 樟太 浅野 海斗 渡邉 悠至 鈴木 大翔 村山 蓮 服部 有悟 　３２
和川 竜也 笹島 悠瑚 小澤 直旺 山岡 陸翔 下川 璃久 中村 陸人 長谷川 大晟 田口 諒之介
(神奈川) (埼玉) (埼玉) (埼玉) (東京) (茨城) (群馬) (埼玉)

４年以下男子複 美濃 龍斗 塩谷 朱雀 田島 亮太 岩佐 幸太郎 小林 直樹 猪瀬 嵩人 福井 飛翔 坂本 大知 　３２
坂本 結翔 武森 陽向 重田 八雲 土屋 和志 郡司 颯斗 飯田 大翔 篠原 録 美濃口 暖
(千葉) (東京) (千葉) (東京) (茨城) (茨城) (埼玉) (茨城)

６年男子単 松本 一優 田代 隼也 萩原 稀羅 三木 颯斗 原 蓮太朗 石井 大翔 後藤 洸太 古川 湧己 　３２
(栃木) (神奈川) (茨城) (茨城) (群馬) (東京) (埼玉) (埼玉)

５年男子単 福田 駿平 栄永 康作 石若 湊太 大澤 夏來 鴨志田 快 新村 薩真 藤城 武之輔 長岡 ほくと 　３２
(神奈川) (茨城) (神奈川) (千葉) (栃木) (千葉) (東京) (茨城)

４年以下男子単 松本 眞優 坂口 功 坂脇 憲広 萩原 駿希 山口 晃央 藤森 海斗 堤 恵悟 横田 絆 　３２
(栃木) (東京) (埼玉) (埼玉) (群馬) (茨城) (東京) (千葉)

６年女子複 生井 穂乃果 八嶋 未來 高田 沙都 鈴木 智子 鈴木 結 石井 愛莉 髙橋 乃愛 佐藤 杏 　３２
草間 結 森 沙和子 高田 湖都 青山 ゆいり 菅原 柚花 阿部 唯愛来 小金井 愛花 山﨑 ひかる
(茨城) (埼玉) (埼玉) (茨城) (千葉) (東京) (神奈川) (千葉)

５年女子複 山北 莉緒 髙松 香音 山中 杏哩 白鳥 玲菜 畑中 彩花 榎本 涼楓 佐藤 乃亜 大澤 悠里 　３２
長谷川 葉月 磯 佑衣奈 森田 七海 松﨑 玲奈 山本 優奈 坂崎 帆乃果 葛城 杏里 高野 真衣
(埼玉) (茨城) (東京) (埼玉) (千葉) (埼玉) (神奈川) (神奈川)

４年以下女子複 中村 羽奈 吉野 羽都希 渡邉 杏梨 小原 南実 津﨑 帆乃 田中 美月 德永 真依子 齊郷 友花 　３２
青山 ひかり 梅澤 唯花 薗田 優奈 平木 結千佳 森崎 葉名 竿田 風奏 大平 美緒 三代川 由奈
(茨城) (東京) (東京) (埼玉) (神奈川) (神奈川) (栃木) (千葉)

６年女子単 平田 涼 伊藤 康乃 鈴木 翔女 草間 寧音 御後 なつみ 柚木 咲良 竿田 陽和 小野里 美那 　３２
(茨城) (埼玉) (栃木) (茨城) (神奈川) (千葉) (神奈川) (群馬)

５年女子単 浅野 真央 鈴木 彩乃 山辺 彩由里 杉本 夏鈴 須藤 夏希 沼田 妹子 橋村 妃翔 河村 実里 　３２
(栃木) (茨城) (千葉) (群馬) (群馬) (埼玉) (東京) (埼玉)

４年以下女子単 皆川 恵茉 中沢 莉子 小川 夕里花 松戸  海 森永 さくら 平田 晴 伴野 碧唯 前野 和実 　３２
(東京) (栃木) (埼玉) (埼玉) (埼玉) (茨城) (東京) (茨城)

三　位 五　位
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