
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

ほんだ こうた なかむら ゆうじ みやもと けんや すぎやま やまと

本田 晃太 中村 祐二 宮本 健矢 杉山 大和

(東少年) (豊ジュニア) (吉原) (ハルトノ)

みやもと みずき こんたに しゅん にしむら たいち くりやま ひろむ

宮本 瑞祈 紺谷 駿 西村 太一 栗山 広夢

(鹿嶋) (東少年) (東少年) (ナイスショット)

むとう ひびき えびさわ としき たかく ともや いわおか ぶんた

武藤  響 海老澤 年幾 高久 友也 岩岡 文太

(ハルトノ) (東少年) (石小地区) (ハルトノ)

よど ちはる えびさわ はな しまくら ゆい しばた ゆうき

淀 千春 海老澤 花 島倉 唯 柴田 侑希

(大井沢) (東少年) (東少年) (下妻スポ少)

にだいら なつき おぬま みなみ いいおか ゆうみ たかはし らみ

仁平 菜月 小沼 みなみ 飯岡 優美 高橋 楽実

(恋南) (ハルトノ) (明野ちびバド) (日高)

おおて あやか なりやま あさみ よしだ みほ しげた えりか

大手 綾花 成山 亜沙美 吉田 美穂 重田 恵里花

(石小地区) (石小地区) (東少年) (Ｋｉｄｓ守谷)

いわおか りきや はぎわら ゆうき たかしま だいち おかだ ゆうき

岩岡 力也 萩原 悠稀 高島 大地 岡田 侑樹

すぎやま じゅん ほさか りゅうじ ふかや ゆうた なかむら りょうじ

杉山  潤 保坂 龍治 深谷 祐太 中村 凌士

(ハルトノ) (桜川ジュニア) (東少年) (吉原)

わたなべ けいた かざま ともゆき おおよし わたる

渡辺 啓太 風間 智之 大吉  渉

おおやま こうき かなやま みのる おおよし かける

大山 虹輝 金山  稔 大吉  翔

(吉原) (石小地区) (明野ちびバド)

あわの りょうた はせがわ れいが はま しょうたろう まつもと ゆうき？

粟野 凌太 長谷川 玲雅 濱 翔太郎 本 雄暉

なかむら だいき くりばやし たける なかむら あゆみ すぎやま つかさ

中村 太樹 栗林 嵩 中村 歩 杉山 史作

(東少年) (府中地区) (府中地区) (明野ちびバド)

むとう みなみ ごきた かな こうだ あみ おかだ ちほ

武藤 みなみ 五木田 佳奈 国府田 亜美 岡田 千穂

まちだ かりん すずき あきひ さとう かのん さいとう はるか

町田 華梨 鈴木 晶陽 佐藤 樺音 斉藤 悠華

(ハルトノ) (Ｋｉｄｓ守谷) (吉原) (石下ジュニア)

つるまき あやね せきまち みゆき もり さわか ますだ かえで

鶴巻 采音 関町 美由記 森 咲和佳 増田 楓

くりはら ともみ ほんだ ちか まつお れな ふるや ゆかり

栗原 朋美 本田 千花 松尾 怜奈 古谷 由香里

(石小地区) (東少年) (ハルトノ) (府中地区)

いいむら さえこ たかやす なおみ ともみず はるか もりし ままこ

飯村 彩衣子 高安 奈緒美 友水 陽香 森島 眞子

にだいら はるか ふくだ めい うちだ あやか あおき すずこ

仁平 明花 福田 芽唯 内田 彩佳 青木 涼子

(石小地区) (鹿嶋) (石小地区) (ハルトノ)
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種　目 優　勝 準優勝 参加数
４年男子単 本田 晃太 中村 祐二 宮本 健矢 杉山 大和 　２４

(東少年) (豊ジュニア) (吉原) (ハルトノ)
５年男子単 宮本 瑞祈 紺谷 駿 西村 太一 栗山 広夢 　３５

(鹿嶋) (東少年) (東少年) (ナイスショット)

６年男子単 武藤  響 海老澤 年幾 高久 友也 岩岡 文太 　３５
(ハルトノ) (東少年) (石小地区) (ハルトノ)

４年女子単 淀 千春 海老澤 花 島倉 唯 柴田 侑希 　５１
(大井沢) (東少年) (東少年) (下妻スポ少)

５年女子単 仁平 菜月 小沼 みなみ 飯岡 優美 高橋 楽実 　７０
(恋南) (ハルトノ) (明野ちびバド) (日高)

６年女子単 大手 綾花 成山 亜沙美 吉田 美穂 重田 恵里花 　５０
(石小地区) (石小地区) (東少年) (Ｋｉｄｓ守谷)

４年男子複 岩岡 力也 萩原 悠稀 高島 大地 岡田 侑樹 　６
杉山  潤 保坂 龍治 深谷 祐太 中村 凌士
(ハルトノ) (桜川ジュニア) (東少年) (吉原)

５年男子複 渡辺 啓太 風間 智之 大吉  渉 　３
大山 虹輝 金山  稔 大吉  翔
(吉原) (石小地区) (明野ちびバド)

６年男子複 粟野 凌太 長谷川 玲雅 濱 翔太郎 本 雄暉 　５
中村 太樹 栗林 嵩 中村 歩 杉山 史作
(東少年) (府中地区) (府中地区) (明野ちびバド)

４年女子複 武藤 みなみ 五木田 佳奈 国府田 亜美 岡田 千穂 　１７
町田 華梨 鈴木 晶陽 佐藤 樺音 斉藤 悠華
(ハルトノ) (Ｋｉｄｓ守谷) (吉原) (石下ジュニア)

５年女子複 鶴巻 采音 関町 美由記 森 咲和佳 増田 楓 　２１
栗原 朋美 本田 千花 松尾 怜奈 古谷 由香里
(石小地区) (東少年) (ハルトノ) (府中地区)

６年女子複 飯村 彩衣子 高安 奈緒美 友水 陽香 森島 眞子 　２９
仁平 明花 福田 芽唯 内田 彩佳 青木 涼子
(石小地区) (鹿嶋) (石小地区) (ハルトノ)
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