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小学生男子の部 （６ゲーム）

順位 氏名 所属 学校名 学年 得点

優　勝 中川　結雅 埼玉県 開智学園総合部 5 1,360
準優勝 益子　　蒼 茨城県 水戸市立吉沢小学校 5 1,288
第３位 多胡　陽葵 群馬県 安中市立秋間小学校 6 1,260
第４位 齋藤　大哉 埼玉県 川口市立戸塚東小学校 6 1,257
第５位 中田　元輝 東京都 八王子市立城山小学校 5 1,256
第６位 平山　恵梧 茨城県 守谷市立守谷小学校 6 1,254
Ｈ／Ｇ 中川　結雅 埼玉県 開智学園総合部 5 268

小学生女子の部 （６ゲーム）

順位 氏名 所属 学校名 学年 得点

優　勝 黒木　美羽 千葉県 我孫子市立湖北台西小学校 6 1,188
準優勝 網代　煌羅 神奈川県 大和市立大和小学校 6 1,159
第３位 村本玖麗愛 群馬県 高崎市立西小学校 6 1,028
第４位 植田　円香 神奈川県 町田市立藤の台小学校 5 991
第５位 杉山くるみ 神奈川県 鎌倉市立西鎌倉小学校 6 963
第６位 朝倉奈菜羽 神奈川県 大和市立桜丘小学校 5 958
Ｈ／Ｇ 黒木　美羽 千葉県 我孫子市立湖北台西小学校 6 233

中学生男子の部 （６ゲーム）

順位 氏名 所属 学校名 学年 得点

優　勝 小坂　　伎 東京都 大田区立大森第二中学校 2 1,468
準優勝 木村　龍樹 群馬県 高崎市立高南中学校 2 1,367
第３位 須田風海音 群馬県 伊勢崎市立殖蓮中学校 2 1,366
第４位 彦田　晃嗣 神奈川県 川崎市立有馬中学校 1 1,363
第５位 前田　和輝 群馬県 前橋市立木瀬中学校 1 1,345
第６位 小林　由瑚 東京都 大田区立大森第二中学校 2 1,335
Ｈ／Ｇ 笹谷　寛隆 東京都 八王子市立横山中学校 2 299

中学生女子の部 （６ゲーム）

順位 氏名 所属 学校名 学年 得点

優　勝 細井　葉月 神奈川県 川崎市立南河原中学校 2 1,382
準優勝 濱﨑　姫琉 神奈川県 横浜市立原中学校 2 1,379
第３位 渡辺　音彩 東京都 大田区立大森第八中学校 2 1,343
第４位 石井こころ 埼玉県 ふじみ野市立大井中学校 2 1,333
第５位 江原　芽生 埼玉県 川口市立上青木中学校 1 1,284
第６位 葛生　愛梨 東京都 杉並区立和泉中学校 1 1,229
Ｈ／Ｇ 渡辺　音彩 東京都 大田区立大森第八中学校 2 278

高校生男子の部 （予選６ゲーム＋決勝３ゲーム）

順位 氏名 所属 学校名 学年 得点
優　勝 人見　皇己 栃木県 矢板中央高等学校 1 2,247
準優勝 佐藤　滉介 千葉県 千葉商科大学付属高等学校 2 2,149
第３位 木村　光希 神奈川県 湘南学院高等学校 3 2,142
第４位 岩本夢有人 群馬県 県立桐生清桜高等学校 3 2,101
第５位 福島　大喜 埼玉県 県立八潮高等学校 2 2,084
第６位 矢田部耀丞 神奈川県 神奈川県立釜利谷高等学校 1 2,083
Ｈ／Ｇ 佐藤　滉介 千葉県 千葉商科大学付属高等学校 2 300
Ｈ／Ｇ 福島　大喜 埼玉県 県立八潮高等学校 2 300

高校生女子の部 （予選６ゲーム＋決勝３ゲーム）

順位 氏名 所属 学校名 学年 得点
優　勝 濱崎りりあ 神奈川県 神奈川県立綾瀬西高等学校 1 2,188
準優勝 熊田菜奈海 埼玉県 細田学園高等学校 1 2,081
第３位 渡辺　希哩 群馬県 前橋市立前橋高等学校 1 2,065
第４位 井﨑　寛菜 茨城県 茨城県立日立第二高等学校 1 2,055
第５位 須藤　真海 千葉県 千葉経済大学附属高等学校 3 2,023
第６位 石井　萌佳 東京都 玉川学園高等部 3 1,959
Ｈ／Ｇ 渡辺　希哩 群馬県 前橋市立前橋高等学校 1 299
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