
種　目 優　勝 準優勝 参加数
４年男子単 松田 俊哉④ 糸谷 まなと④ 滝本 千裕④ 松永 尚樹④ 田中 大樹④ 鈴木 暖④ 大高 遥人④ 和田 圭介④ 　１８

(明野ちびバド) (豊ジュニア) (豊ジュニア) (ハルトノ) (ライフ) (東少年) (鹿嶋市) (滑川)
５年男子単 新宅 雄⑤ 高島 巧太⑤ 水越 駿介⑤ 青木 俊樹⑤ 福田 翔惟⑤ 松永 大樹⑤ 平井 杏二⑤ 黒澤 宗希⑤ 　２２

(ハルトノ) (東少年) (明野ちびバド) (ハルトノ) (鹿嶋市) (新治ジュニア) (ハルトノ) (日高)
６年男子単 杉山 潤⑥ 岩岡 力也⑥ 深谷 祐太⑥ 杉山 大和⑥ 中村 凌士⑥ 桜井 雄介⑥ 内藤 保⑥ 伊藤 慎一郎⑥ 　３３

(ハルトノ) (ハルトノ) (東少年) (ハルトノ) (吉原) (ハルトノ) (南地区) (ハルトノ)
４年女子単 染谷 菜々美④ 岩岡 みのり④ 小林 遥香④ 廣瀬 朱里④ 植田 萌々花④ 鈴木 幸恵④ 松本 千穂④ 葉梨 皐月④ 　４６

(大井沢) (ハルトノ) (大井沢) (明野ちびバド) (恋南) (豊ジュニア) (恋南) (取手ジュニア)

５年女子単 佐川 智香⑤ 芳村 萌映子⑤ 淀 英恵⑤ 宮本 綾佳⑤ 鶴巻 里桜⑤ 新井 水樹⑤ 浅間 美穂⑤ 中村 優花⑤ 　５７
(東少年) (ハルトノ) (大井沢) (ハルトノ) (いばらきジュニア) (明野ちびバド) (鹿嶋市) (桜川ジュニア)

６年女子単 海老澤 花⑥ 山下 陽子⑥ 淀 千春⑥ 廣瀬 美晴⑥ 奥村 莉歩⑥ 漆野 巴菜⑥ 宮本 愛央⑥ 武藤 みなみ⑥ 　５６
(東少年) (恋南) (大井沢) (明野ちびバド) (恋南) (滑川) (鹿嶋市) (ハルトノ)

４年男子複 大山 太陽④ 窪前 大希④ 坂本 彪瑠④ 　３
中村 准也④ 吉田 純④ 三堀 蓮④
(吉原) (明野ちびバド) (ナイスショット)

５年男子複 斎藤 叶汰⑤ 木村 優成⑤ 古谷 直樹⑤ 足立 陸斗⑤ 　４
平田 輝⑤ 栗山 俊介⑤ 矢口 達也⑤ 飯村 怜央⑤
(桜川ジュニア) (吉原) (府中地区) (ウイングホーク八郷)

６年男子複 保坂 龍治⑥ 高島 大地⑥ 谷川 陽斗⑥ 飯塚 直希⑥ 　４
萩原 悠稀⑥ 本田 晃太⑥ 粟野 裕樹⑥ 上曽 和人⑥
(桜川ジュニア) (東少年) (ナイスショット) (ウイングホーク八郷)

４年女子複 海老澤 彩④ 小吹 久瑠実④ 海東 亜深④ 蛯原 理奈④ 高橋 沙織④ 高橋 優衣④ 平岡 夕奈④ 塚田 朱音④ 　１４
小川 明華④ 永沼 澪奈④ 小松崎 花鈴④ 前田 琴音④ 中村 咲④ 水野 日菜乃④ 池田 恭子④ 出野 里菜④
(東少年) (東少年) (恋南) (ＫｉｄｓＭｏｒｉｙａ) (ナイスショット) (十王) (ナイスショット) (大井沢)

５年女子複 安達 友妃⑤ 町田 華梨⑤ 小池 由華⑤ 黒田 さつき⑤ 石山 ひかる⑤ 水越 萌佳⑤ 沼尻 思佳⑤ 礒野 佑香⑤ 　２０
木内 彩乃⑤ 小堤 榛菜⑤ 景山 紫帆④ 漆野 菜々美④ 岡野 彩歌⑤ 井上 鈴菜⑤ 吉田 未来⑤ 楜沢 冴香 ⑤
(東少年) (ハルトノ) (桜川ジュニア) (滑川) (石下ジュニア) (十王) (石下ジュニア) (東少年)

６年女子複 島倉 唯⑥ 大平 彩夏⑥ 浜野 夏葵⑥ 景山 綾香⑥ 梨子田 夢子⑥ 庄司 佳代⑥ 木村 朱里⑥ 小川 夏生⑥ 　２０
柴沼 由姫⑥ 大平 夏実⑥ 日向 美結⑥ 斎藤 留菜⑥ 木戸 祐実⑥ 木伏 知花⑥ 煙川 美結⑥ 渡邊 悠香⑤
(東少年) (恋南) (南地区) (桜川ジュニア) (大井沢) (滑川) (吉原) (ハルトノ)

三　位 五　位
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