
第２3回近隣市町親善試合大会出場選手第２3回近隣市町親善試合大会出場選手第２3回近隣市町親善試合大会出場選手第２3回近隣市町親善試合大会出場選手

低学年男子の部低学年男子の部低学年男子の部低学年男子の部 高学年女子の部高学年女子の部高学年女子の部高学年女子の部

番号 選手名 所属 番号 選手名 所属

1 大熊友也 半澤祐樹 桶川 19 小高舞優 三浦麻莉乃 北本

2 白石篤 若木大地 桶川,鴻巣 20 井上愛理 廿楽咲絵 桶川

3 小高陽樹 石川亮 北本 21 佐々木美帆 山口直子 鴻巣

4 廿楽光博 松尾拓也 桶川 22 村田明日香 山中身祐希 吹上

5 保高壮 高橋智明 鴻巣 23 高森なつみ 村岡ひとみ 鴻巣

24 高橋麻里衣 松本晴香 北本

低学年女子の部低学年女子の部低学年女子の部低学年女子の部 25 橋麻美 高橋美江 桶川

番号 選手名 所属 26 深尾早貴 大木菜月 鴻巣

6 増渕南美 服部美菜子 北本 27 萩原友香 川島友里恵 桶川

7 熱田苓奈 須永真由美 北本,桶川 28 松本恵理子 高橋一実 鴻巣

8 浅川舞子 渡辺絵里子 北本 29 山崎真由美 島田彩 吹上

9 井上香理 荒蒔千聡 桶川 30 小笠原麦穂 石川美佳 北本

10 初田佳菜子 長島こず枝 桶川 31 田沼由香里 吉田彩乃 吹上

11 小林沙希 松尾奈津美 桶川 32 武井良美 橋本有梨 鴻巣

12 有路未弥子 三浦彩乃 北本 33 石山真理子 津布久彩香 北本

34 柳沢恵里菜 長島良枝 桶川

高学年男子の部高学年男子の部高学年男子の部高学年男子の部 35 安部佳央里 熱田真穂 北本

番号 選手名 所属 36 堀口真衣 山口,深尾,大木

注）

鴻巣

13 笠井将貴 大熊泰弘 桶川 37 渡辺ひとみ 栗原梓 吹上

14 南葉亮 滝川裕太 北本,鴻巣 38 上田優姫 松村美紗子 鴻巣

15 真柄義夫 真柄信夫 北本 39 北山友梨香 松村みどり 北本

16 小関雄二 野口将広 鴻巣 40 宇津木由真 稲元聡美 吹上

17 浅川拓摩 浅川和保 北本

18 森田耕平 森田崇 桶川

注）混成チームと致します



低学年男子の部（4年生以下）

Aブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位

1 大熊・半澤(桶川) -

2 白石・若木(桶川･鴻巣) -

3 小高・石川(北本) -

4 廿楽・松尾(桶川) -

5 保高･高橋(鴻巣) -

低学年女子の部（4年生以下）

Bブロック 6 7 8 9 勝敗 順位

6 増渕・服部(北本) -

7 熱田・須永(北本･桶川) -

8 浅川・渡辺(北本) -

9 井上・荒蒔(桶川) -

Cブロック 10 11 12 勝敗 順位

10 初田・長島(桶川) -

11 小林・松尾(桶川) -

12 有路･三浦(北本) -

決勝トーナメント 優勝優勝優勝優勝

　　　　　　　　Bブロック1位 Cブロック2位 Bブロック2位 Cブロック1位



高学年男子の部（5,6年生）

Dブロック 13 14 15 勝敗 順位

13 笠井・大熊(桶川) -

14 南葉･滝川(鴻巣) -

15 真柄･真柄(北本) -

Eブロック 16 17 18 勝敗 順位

16 小関・野口(鴻巣) -

17 浅川･浅川(北本) -

18 森田･森田(桶川) -

決勝トーナメント 優勝優勝優勝優勝

　　　　　　　　Dブロック1位 Eブロック2位 Dブロック2位 Eブロック1位



高学年女子の部（5,6年生）

Fブロック 19 20 21 22 勝敗 順位

19 小高･三浦(北本) -

20 井上･廿楽(桶川) -

21 佐々木･山口(鴻巣) -

22 村田･山中(吹上) -

Gブロック 23 24 25 26 勝敗 順位

23 高森･村岡(鴻巣) -

24 高橋･松本(北本) -

25 橋･高橋(桶川) -

26 深尾･大木(鴻巣) -

Hブロック 27 28 29 30 勝敗 順位

27 萩原･川島(桶川) -

28 松本･高橋(鴻巣) -

29 山崎･島田(吹上) -

30 小笠原･石川(北本) -

Iブロック 31 32 33 34 勝敗 順位

31 田沼･吉田(吹上) -

32 武井・橋本(鴻巣) -

33 石山･津布久(北本) -

34 柳沢･長島(桶川) -

Jブロック 35 36 37 勝敗 順位

35 安部･熱田(北本) -

36 堀口･(山口,深尾,大木)(鴻巣) -

37 渡辺･栗原(吹上) -

Kブロック 38 39 40 勝敗 順位

38 上田･松村(鴻巣) -

39 北山･松村(北本) -

40 宇津木･稲元(吹上) -



高学年女子の部決勝トーナメント

優勝

Fﾌﾞﾛｯｸ Hﾌﾞﾛｯｸ Kﾌﾞﾛｯｸ Ｉﾌﾞﾛｯｸ Jﾌﾞﾛｯｸ Gﾌﾞﾛｯｸ Jﾌﾞﾛｯｸ Gﾌﾞﾛｯｸ Hﾌﾞﾛｯｸ Ｉﾌﾞﾛｯｸ Fﾌﾞﾛｯｸ Kﾌﾞﾛｯｸ

1位 1位 2位 2位 2位 1位 1位 2位 2位 1位 ２位 １位


