
1111 増渕　隼人 大山　睦生 松浦　はるか 長山　千夏 永安　直成 勝敗 順位

増渕　隼人 　３－４ 　４－１ 　４－２ 　１－４ 　２－２ 2

大山　睦生 　４－３ 　３－４ 　０－４ 　１－４ 　１－３ 5

松浦　はるか 　１－４ 　４－３ 　４－２ 　０－４ 　２－２ 3

長山　千夏 　２－４ 　４－０ 　２－４ 　１－４ 　１－３ 4

永安　直成 　４－１ 　４－１ 　４－０ 　４－１ 　４－０ 1

麦倉　豪

75

2222 長　伯 森川　湖々郎 白石　真理名 小林　莉子 麦倉　豪 勝敗 順位

長　伯 　４－２ 　１－４ 　４－０ 　０－４ 　２－２ 3

森川　湖々郎 　２－４ 　０－４ 　４－３ 　０－４ 　１－３ 4

白石　真理名 　４－１ 　４－０ 　４－１ 　３－４ 　３－１ 2

小林　莉子 　０－４ 　３－４ 　０－４ 　１－４ 　０－４ 5

麦倉　豪 　４－０ 　４－０ 　４－３ 　４－１ 　４－０ 1

3333 田部井　希和 堀江　周平 床井　海斗 児山　瑞紀 勝敗 順位

田部井　希和 　４－０ 　２－４ 　４－０ 　２－１ 2

堀江　周平 　０－４ 　０－４ 　４－１ 　１－２ 3

床井　海斗 　４－２ 　４－０ 　４－０ 　３－０ 1

児山　瑞紀 　０－４ 　１－４ 　０－４ 　０－３ 4

青木　康登

64

4444 大久保　胡桃 青木　康登 螺良　孝明 飯塚　匠海 勝敗 順位

大久保　胡桃 　１－４ 　１－４ 　４－３ 　１－２ 3

青木　康登 　４－１ 　４－２ 　４－１ 　３－０ 1

螺良　孝明 　４－１ 　２－４ 　４－２ 　２－１ 2

飯塚　匠海 　３－４ 　１－４ 　２－４ 　０－３ 4

5555 岩田　真彩 坂入　元基 大沼　広季 半田　瀬那 勝敗 順位

岩田　真彩 　３－４ 　２－４ 　３－４ 　０－３ 4

坂入　元基 　４－３ 　２－４ 　０－４ 　１－２ 3

大沼　広季 　４－２ 　４－２ 　４－２ 　３－０ 1

半田　瀬那 　４－３ 　４－０ 　２－４ 　２－１ 2

柏﨑　秀明

61

6666 大纒　三奈 柏﨑　秀明 砂岡　駿志 川上　大智 勝敗 順位

大纒　三奈 　０－４ 　１－４ 　３－４ 　０－３ 4

柏﨑　秀明 　４－０ 　４－０ 　４－０ 　３－０ 1

砂岡　駿志 　４－１ 　０－４ 　１－４ 　１－２ 3

川上　大智 　４－３ 　０－４ 　４－１ 　２－１ 2

7777 角田　美空 湯原　悠登 鈴木　滉基 長谷川　侑哉 勝敗 順位

角田　美空 　０－４ 　４－２ 　４－２ 　２－１ 2

湯原　悠登 　４－０ 　４－０ 　４－０ 　３－０ 1

鈴木　滉基 　２－４ 　０－４ 　４－１ 　１－２ 3

長谷川　侑哉 　２－４ 　０－４ 　１－４ 　０－３ 4

湯原　悠登

61

8888 孤塚　衣織 野澤　佳立 鈴木　風雅 古屋　周一郎 勝敗 順位

孤塚　衣織 　４－０ 　４－０ 　４－１ 　３－０ 1

野澤　佳立 　０－４ 　０－４ 　２－４ 　０－３ 4

鈴木　風雅 　０－４ 　４－０ 　４－２ 　２－１ 2

古屋　周一郎 　１－４ 　４－２ 　２－４ 　１－２ 3

永安　直成

2013201320132013年年年年　　　　小学生小学生小学生小学生ビギナーズビギナーズビギナーズビギナーズ大会大会大会大会　　　　4444年生以下年生以下年生以下年生以下　　　　結果結果結果結果

湯原　悠登

孤塚　衣織

柏﨑　秀明

大沼　広季

青木　康登

床井　海斗

麦倉　豪



1111コートコートコートコート 増子増子増子増子　　　　未結未結未結未結 宮原宮原宮原宮原　　　　涼涼涼涼 太田太田太田太田　　　　翔陽翔陽翔陽翔陽 木野内木野内木野内木野内　　　　健人健人健人健人 結果結果結果結果 順位順位順位順位 １１１１ｖｓｖｓｖｓｖｓ４４４４

増子増子増子増子　　　　未結未結未結未結 　４－１ 　４－１ 　４－０ 　３－０ 1 増子増子増子増子　　　　未結未結未結未結

宮原宮原宮原宮原　　　　涼涼涼涼 　１－４ 　４－２ 　３－４ 　１－２ 3
62

太田太田太田太田　　　　翔陽翔陽翔陽翔陽 　１－４ 　２－４ 　２－４ 　０－３ 4

木野内木野内木野内木野内　　　　健人健人健人健人 　０－４ 　４－３ 　４－２ 　２－１ 2

2222コートコートコートコート 成井成井成井成井　　　　友紀乃友紀乃友紀乃友紀乃 天野天野天野天野　　　　格格格格 高橋高橋高橋高橋　　　　麟麟麟麟 千田千田千田千田　　　　隼隼隼隼 結果結果結果結果 順位順位順位順位

成井成井成井成井　　　　友紀乃友紀乃友紀乃友紀乃 　４－１ 　４－１ 　１－４ 　２－１ 2

天野天野天野天野　　　　格格格格 　１－４ 　４－２ 　１－４ 　１－２ 3

高橋高橋高橋高橋　　　　麟麟麟麟 　１－４ 　２－４ 　１－４ 　０－３ 4

千田千田千田千田　　　　隼隼隼隼 　４－１ 　４－１ 　４－１ 　３－０ 1

3333コートコートコートコート 吉新吉新吉新吉新　　　　はづきはづきはづきはづき佐渡友佐渡友佐渡友佐渡友　　　　光一光一光一光一荒井荒井荒井荒井　　　　龍之介龍之介龍之介龍之介 今野今野今野今野　　　　裕也裕也裕也裕也 結果結果結果結果 順位順位順位順位 2222ｖｓｖｓｖｓｖｓ3333

吉新吉新吉新吉新　　　　はづきはづきはづきはづき 　４－１ 　４－１ 　４－０ 　３－０ 1

佐渡友佐渡友佐渡友佐渡友　　　　光一光一光一光一 　１－４ 　４－０ 　４－２ 　２－１ 2 吉新吉新吉新吉新　　　　はづきはづきはづきはづき

荒井荒井荒井荒井　　　　龍之介龍之介龍之介龍之介 　１－４ 　０－４ 　３－４ 　０－３ 4
61

今野今野今野今野　　　　裕也裕也裕也裕也 　０－４ 　２－４ 　４－３ 　１－２ 3

4444コートコートコートコート 稲葉稲葉稲葉稲葉　　　　真衣真衣真衣真衣 道瀬道瀬道瀬道瀬　　　　豪大豪大豪大豪大 諏訪諏訪諏訪諏訪　　　　惟人惟人惟人惟人 菊池菊池菊池菊池　　　　颯人颯人颯人颯人 結果結果結果結果 順位順位順位順位

稲葉稲葉稲葉稲葉　　　　真衣真衣真衣真衣 　４－２ 　　０－４ 　０－４ 　１－２ 3

道瀬道瀬道瀬道瀬　　　　豪大豪大豪大豪大 　２－４ 　１－４ 　０－４ 　０－３ 4

諏訪諏訪諏訪諏訪　　　　惟人惟人惟人惟人 　４－０ 　４－１ 　０－４ 　２－１ 2

菊池菊池菊池菊池　　　　颯人颯人颯人颯人 　４－０ 　４－０ 　４－０ 　３－０ 1

5555コートコートコートコート 枦元枦元枦元枦元　　　　優衣優衣優衣優衣 藤野藤野藤野藤野　　　　夏樹夏樹夏樹夏樹 飯田飯田飯田飯田　　　　陽己陽己陽己陽己 浜本浜本浜本浜本　　　　涼介涼介涼介涼介 結果結果結果結果 順位順位順位順位 ５５５５ｖｓｖｓｖｓｖｓ９９９９

枦元枦元枦元枦元　　　　優衣優衣優衣優衣 　０－４ 　３－４ 　０－４ 　０－３ 4 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　拓磨拓磨拓磨拓磨

藤野藤野藤野藤野　　　　夏樹夏樹夏樹夏樹 　４－０ 　４－２ 　４－３ 　３－０ 1
61

飯田飯田飯田飯田　　　　陽己陽己陽己陽己 　４－３ 　２－４ 　１－４ 　１－２ 3

浜本浜本浜本浜本　　　　涼介涼介涼介涼介 　４－０ 　３－４ 　４－１ 　２－１ 2

6666コートコートコートコート 黒川黒川黒川黒川　　　　莉沙莉沙莉沙莉沙 四谷四谷四谷四谷　　　　柊心柊心柊心柊心 鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　滉基滉基滉基滉基 齊藤齊藤齊藤齊藤　　　　慧慧慧慧 結果結果結果結果 順位順位順位順位

黒川黒川黒川黒川　　　　莉沙莉沙莉沙莉沙 　１－４ 　２－４ 　１－４ 　０－３ 4

四谷四谷四谷四谷　　　　柊心柊心柊心柊心 　４－１ 　４－１ 　２－４ 　２－１ 1 ６６６６ｖｓｖｓｖｓｖｓ１０１０１０１０ 横島横島横島横島　　　　輝美輝美輝美輝美

鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　滉基滉基滉基滉基 　４－２ 　１－４ 　４－３ 　２－１ 3
60

齊藤齊藤齊藤齊藤　　　　慧慧慧慧 　４－１ 　４－２ 　３－４ 　２－１ 2

7777コートコートコートコート 篠原篠原篠原篠原　　　　来実来実来実来実 相馬相馬相馬相馬　　　　航航航航 佐野佐野佐野佐野　　　　智泉智泉智泉智泉 杉本杉本杉本杉本　　　　稜一郎稜一郎稜一郎稜一郎 結果結果結果結果 順位順位順位順位 ７７７７ｖｓｖｓｖｓｖｓ１１１１１１１１

篠原篠原篠原篠原　　　　来実来実来実来実 　４－０ 　４－２ 　１－４ 　２－１ 3 佐野佐野佐野佐野　　　　智泉智泉智泉智泉

相馬相馬相馬相馬　　　　航航航航 　０－４ 　０－４ 　１－４ 　０－３ 4
61

佐野佐野佐野佐野　　　　智泉智泉智泉智泉 　２－４ 　４－０ 　４－２ 　２－１ 1

杉本杉本杉本杉本　　　　稜一郎稜一郎稜一郎稜一郎 　４－１ 　４－１ 　２－４ 　２－１ 2

佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　拓磨拓磨拓磨拓磨

藤野藤野藤野藤野　　　　夏樹夏樹夏樹夏樹

2013201320132013年年年年　　　　小学生小学生小学生小学生ビギナーズビギナーズビギナーズビギナーズ大会大会大会大会　　　　6666年生以下年生以下年生以下年生以下　　　　結果結果結果結果

増子増子増子増子　　　　未結未結未結未結

菊池菊池菊池菊池　　　　颯人颯人颯人颯人

吉新吉新吉新吉新　　　　はづきはづきはづきはづき

千田千田千田千田　　　　隼隼隼隼

横島横島横島横島　　　　輝美輝美輝美輝美

四谷四谷四谷四谷　　　　柊心柊心柊心柊心

佐野佐野佐野佐野　　　　智泉智泉智泉智泉

小原小原小原小原　　　　玲遠玲遠玲遠玲遠



8888コートコートコートコート 増山増山増山増山　　　　日菜子日菜子日菜子日菜子 前新前新前新前新　　　　泰希泰希泰希泰希 神崎神崎神崎神崎　　　　秀太秀太秀太秀太 沼尾沼尾沼尾沼尾　　　　將哉將哉將哉將哉 結果結果結果結果 順位順位順位順位 ８８８８ｖｓｖｓｖｓｖｓ１２１２１２１２

増山増山増山増山　　　　日菜子日菜子日菜子日菜子 　２－４ 　１－４ 　３－４ 　０－３ 4 濱崎濱崎濱崎濱崎　　　　光章光章光章光章

前新前新前新前新　　　　泰希泰希泰希泰希 　４－２ 　０－４ 　３－４ 　１－２ 3
60

神崎神崎神崎神崎　　　　秀太秀太秀太秀太 　４－１ 　４－０ 　４－２ 　３－０ 1

沼尾沼尾沼尾沼尾　　　　將哉將哉將哉將哉 　４－３ 　４－３ 　２－４ 　２－１ 2

9999コートコートコートコート 児山児山児山児山　　　　葵葵葵葵 杉山杉山杉山杉山　　　　翔英翔英翔英翔英 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　拓磨拓磨拓磨拓磨 麦倉麦倉麦倉麦倉　　　　豪豪豪豪 結果結果結果結果 順位順位順位順位 １３１３１３１３ｖｓｖｓｖｓｖｓ１４１４１４１４

児山児山児山児山　　　　葵葵葵葵 　４－１ 　０－４ 　２－４ 　１－２ 3 大島大島大島大島　　　　健介健介健介健介

杉山杉山杉山杉山　　　　翔英翔英翔英翔英 　１－４ 　０－４ 　０－４ 　０－３ 4
63

佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　拓磨拓磨拓磨拓磨 　４－０ 　４－０ 　４－２ 　３－０ 1

麦倉麦倉麦倉麦倉　　　　豪豪豪豪 　４－２ 　４－０ 　２－４ 　２－１ 2

10101010コートコートコートコート 横島横島横島横島　　　　輝美輝美輝美輝美 津本津本津本津本　　　　衛衛衛衛 藤井藤井藤井藤井　　　　海渡海渡海渡海渡 水上水上水上水上　　　　雄太雄太雄太雄太 結果結果結果結果 順位順位順位順位

横島横島横島横島　　　　輝美輝美輝美輝美 　４－３ 　４－２ 　４－２ 　３－０ 1

津本津本津本津本　　　　衛衛衛衛 　３－４ 　１－４ 　１－４ 　０－３ 4

藤井藤井藤井藤井　　　　海渡海渡海渡海渡 　２－４ 　４－１ 　４－３ 　２－１ 2

水上水上水上水上　　　　雄太雄太雄太雄太 　２－４ 　４－１ 　３－４ 　１－２ 3

11111111コートコートコートコート 小川小川小川小川　　　　さくらさくらさくらさくら 佐野佐野佐野佐野　　　　智泉智泉智泉智泉 小山小山小山小山　　　　芳幸芳幸芳幸芳幸 鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　大輝大輝大輝大輝 結果結果結果結果 順位順位順位順位 １５１５１５１５ｖｓｖｓｖｓｖｓ１３１３１３１３ 菅俣菅俣菅俣菅俣　　　　春斗春斗春斗春斗

小川小川小川小川　　　　さくらさくらさくらさくら 　１－４ 　２－４ 　１－４ 　０－３ 4

７６（２）

小原小原小原小原　　　　玲遠玲遠玲遠玲遠 　４－１ 　３－４ 　４－１ 　２－１ 1

小山小山小山小山　　　　芳幸芳幸芳幸芳幸 　４－２ 　４－３ 　１－４ 　２－１ 3

鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　大輝大輝大輝大輝 　４－１ 　１－４ 　４－１ 　２－１ 2

12121212コートコートコートコート 大塚大塚大塚大塚　　　　明日香明日香明日香明日香 濱崎濱崎濱崎濱崎　　　　光章光章光章光章 飯田飯田飯田飯田　　　　陸斗陸斗陸斗陸斗 中島中島中島中島　　　　聖登聖登聖登聖登 結果結果結果結果 順位順位順位順位

大塚大塚大塚大塚　　　　明日香明日香明日香明日香 　１－４ 　３－４ 　３－４ 　０－３ 4

濱崎濱崎濱崎濱崎　　　　光章光章光章光章 　４－１ 　３－４ 　４－１ 　２－１ 1

飯田飯田飯田飯田　　　　陸斗陸斗陸斗陸斗 　４－３ 　４－３ 　１－４ 　２－１ 3

中島中島中島中島　　　　聖登聖登聖登聖登 　４－３ 　１－４ 　４－１ 　２－１ 2

13131313コートコートコートコート 中島中島中島中島　　　　みなみみなみみなみみなみ 菅俣菅俣菅俣菅俣　　　　春斗春斗春斗春斗 柏﨑柏﨑柏﨑柏﨑　　　　秀明秀明秀明秀明 武田武田武田武田　　　　吉平吉平吉平吉平 結果結果結果結果 順位順位順位順位

中島中島中島中島　　　　みなみみなみみなみみなみ 　０－４ 　２－４ 　４－１ 　１－２ 3

菅俣菅俣菅俣菅俣　　　　春斗春斗春斗春斗 　４－０ 　３－４ 　４－０ 　２－１ 2

柏﨑柏﨑柏﨑柏﨑　　　　秀明秀明秀明秀明 　４－２ 　４－３ 　４－０ 　３－０ 1

武田武田武田武田　　　　吉平吉平吉平吉平 　１－４ 　０－４ 　０－４ 　０－３ 4

14141414コートコートコートコート 韮塚韮塚韮塚韮塚　　　　水織水織水織水織 丸茂丸茂丸茂丸茂　　　　優介優介優介優介 大島大島大島大島　　　　健介健介健介健介 渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　愛斗愛斗愛斗愛斗 結果結果結果結果 順位順位順位順位

韮塚韮塚韮塚韮塚　　　　水織水織水織水織 　２－４ 　１－４ 　４－２ 　１－２ 4

丸茂丸茂丸茂丸茂　　　　優介優介優介優介 　４－２ 　３－４ 　０－４ 　１－２ 3

大島大島大島大島　　　　健介健介健介健介 　４－１ 　４－３ 　４－１ 　３－０ 1

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　愛斗愛斗愛斗愛斗 　２－４ 　４－０ 　１－４ 　１－２ 2

15151515コートコートコートコート 高橋高橋高橋高橋　　　　美桜美桜美桜美桜 太田太田太田太田　　　　颯樹颯樹颯樹颯樹 吉田吉田吉田吉田　　　　倖之佑倖之佑倖之佑倖之佑 齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　萌江萌江萌江萌江 結果結果結果結果 順位順位順位順位

高橋高橋高橋高橋　　　　美桜美桜美桜美桜 　４－１ 　４－３ 　４－０ 　３－０ 1

太田太田太田太田　　　　颯樹颯樹颯樹颯樹 　１－４ 　０－４ 　３－４ 　０－３ 4

吉田吉田吉田吉田　　　　倖之佑倖之佑倖之佑倖之佑 　３－４ 　４－３ 　４－１ 　２－１ 2

齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　萌江萌江萌江萌江 　０－４ 　４－３ 　１－４ 　１－２ 3

神崎神崎神崎神崎　　　　秀太秀太秀太秀太

濱崎濱崎濱崎濱崎　　　　光章光章光章光章

高橋高橋高橋高橋　　　　美桜美桜美桜美桜

菅俣菅俣菅俣菅俣　　　　春斗春斗春斗春斗

柏﨑柏﨑柏﨑柏﨑　　　　秀明秀明秀明秀明

大島大島大島大島　　　　健介健介健介健介




