
【日程】 平成２５年３月２３日（土）８：３０～１６：３０

【会場】 熊谷さくら運動公園テニスコート（オムニ１２面）

【参加クラブ】

北本エンジェルソフトテニスクラブ 坂戸ソフトテニスジュニアスポーツ少年団

深谷スキャリオンソフトテニスクラブ 小川ジュニアテニススポーツ少年団

吹上ジュニアソフトテニススポーツ少年団 東松山ジュニアテニススポーツ少年団

皆野ソフトテニススポーツ少年団 北坂戸ジュニアソフトテニススポーツ少年団

鴻巣パンジーテニススポーツ少年団 熊谷ジュニアソフトテニススポーツ少年団

【スケジュール】

　８：００　集合・受付、コートの設営 １５：５０　試合終了、コート整備

　８：３０　自由練習 １６：１０　閉会式、講評

　９：００　開会式 １６：３０　解散

　９：１５　試合開始

【競技説明】

【その他】

【協力】

熊谷オレンジテニスクラブ

熊谷ジュニアソフトテニススポーツ少年団

鴻巣パンジーテニススポーツ少年団

熊谷市ソフトテニス連盟主催

６年生歓送親善ソフトテニス大会

1. 試合は現行ルール４ゲーム消化試合で実施致します。ファイナルはございません。

2. 審判は次の試合の選手が相互にて行うものとします。

3. 試合前の乱打はなしとします。

4. 選手は、マナーよく試合に集中し、試合後相手選手と握手を交わしましょう。

5. ごみは施設のゴミ箱を利用せず、各自持ち帰りましょう。

・ネットの設営等ご協力をお願いします。

・低学年や試合経験の少ない選手には他の選手や指導者がフォローしてください。

・高学年のベンチコーチは原則なしとし、自由にプレーさせてください。



平成24年度　6年生歓送親善ソフトテニス大会　エントリー数平成24年度　6年生歓送親善ソフトテニス大会　エントリー数平成24年度　6年生歓送親善ソフトテニス大会　エントリー数平成24年度　6年生歓送親善ソフトテニス大会　エントリー数

クラブ名クラブ名クラブ名クラブ名 高学年男子 高学年女子 低学年男子 低学年女子 合　計合　計合　計合　計

北本エンジェルソフトテニスクラブ 4 6 10

深谷スキャリオンソフトテニスクラブ 4 12 3 3 22

吹上ジュニアソフトテニススポーツ少年団 4 2 1 1 8

皆野ソフトテニススポーツ少年団 3 3 1 7

鴻巣パンジーテニススポーツ少年団 6 6 3 6 21

坂戸ソフトテニスジュニアスポーツ少年団 1 8 1 3 13

小川ジュニアテニススポーツ少年団 2 6 6 9 23

東松山ジュニアテニススポーツ少年団 3 8 2 1 14

北坂戸ジュニアソフトテニススポーツ少年団 4 7 1 5 17

熊谷ジュニアソフトテニススポーツ少年団 7 7 5 1 20

合　計 38 65 23 29 155

※表中の数値はペア数（Openの申込みは1ペアとして計上）

※皆野ジュニア・小川ジュニア及び東松山ジュニア・小川ジュニアの混成ペアは小川ジュニアに計上しました。

練習コート割り（8:30～8:50頃を予定）練習コート割り（8:30～8:50頃を予定）練習コート割り（8:30～8:50頃を予定）練習コート割り（8:30～8:50頃を予定）

北本エンジェルソフトテニスクラブ 第1コート

深谷スキャリオンソフトテニスクラブ 第2、3コート

吹上ジュニアソフトテニススポーツ少年団 第4コート

皆野ソフトテニススポーツ少年団 第5コート

鴻巣パンジーテニススポーツ少年団 第6コート

坂戸ソフトテニスジュニアスポーツ少年団 第7コート

小川ジュニアテニススポーツ少年団 第8、9コート

東松山ジュニアテニススポーツ少年団 第10コート

北坂戸ジュニアソフトテニススポーツ少年団 第111コート

熊谷ジュニアソフトテニススポーツ少年団 第12コート



試合No No. No.

第1試合 101 宮下皓志・小林泰智 鴻巣

-
102 福山 海都・川村 祐太 深谷

第2試合 103 長島　慶典・中山　都和 北本

-
104 諏佐　大輝・三浦　雅哉 熊谷

第3試合 105 野原　知寛・渡邉　啓介 東松山

-
106 金井絢人・島田和樹 北坂戸

第4試合 107 桜井翔悟・横田和明 鴻巣

-
108 大武 英樹・菅谷 拓未 深谷

第5試合 109 佐藤信道・大木光羽 皆野・小川

-
110 手島　優斗・西塔　真広 熊谷

第6試合 111 加藤壮良・岡部将太 北坂戸

-
112 加茂下　雄大・兼杉　拳生 北本

第7試合 101 宮下皓志・小林泰智 鴻巣

-
113 野口　俊介・諏佐　光輝 熊谷

第8試合 102 福山 海都・川村 祐太 深谷

-
103 長島　慶典・中山　都和 北本

第9試合 104 諏佐　大輝・三浦　雅哉 熊谷

-
105 野原　知寛・渡邉　啓介 東松山

第10試合 106 金井絢人・島田和樹 北坂戸

-
107 桜井翔悟・横田和明 鴻巣

第11試合 108 大武 英樹・菅谷 拓未 深谷

-
109 佐藤信道・大木光羽 皆野・小川

第12試合 110 手島　優斗・西塔　真広 熊谷

-
111 加藤壮良・岡部将太 北坂戸

第13試合 112 加茂下　雄大・兼杉　拳生 北本

-
113 野口　俊介・諏佐　光輝 熊谷

第14試合 101 宮下皓志・小林泰智 鴻巣

-
103 長島　慶典・中山　都和 北本

第15試合 102 福山 海都・川村 祐太 深谷

-
104 諏佐　大輝・三浦　雅哉 熊谷

第16試合 105 野原　知寛・渡邉　啓介 東松山

-
107 桜井翔悟・横田和明 鴻巣

第17試合 106 金井絢人・島田和樹 北坂戸

-
108 大武 英樹・菅谷 拓未 深谷

第18試合 109 佐藤信道・大木光羽 皆野・小川

-
111 加藤壮良・岡部将太 北坂戸

第19試合 110 手島　優斗・西塔　真広 熊谷

-
112 加茂下　雄大・兼杉　拳生 北本

第20試合 111 加藤壮良・岡部将太 北坂戸

-
113 野口　俊介・諏佐　光輝 熊谷

第21試合 101 宮下皓志・小林泰智 鴻巣

-
104 諏佐　大輝・三浦　雅哉 熊谷

第22試合 102 福山 海都・川村 祐太 深谷

-
105 野原　知寛・渡邉　啓介 東松山

第23試合 103 長島　慶典・中山　都和 北本

-
106 金井絢人・島田和樹 北坂戸

第24試合 107 桜井翔悟・横田和明 鴻巣

-
110 手島　優斗・西塔　真広 熊谷

第25試合 108 大武 英樹・菅谷 拓未 深谷

-
111 加藤壮良・岡部将太 北坂戸

第26試合 109 佐藤信道・大木光羽 皆野・小川

-
112 加茂下　雄大・兼杉　拳生 北本

第27試合 110 手島　優斗・西塔　真広 熊谷

-
113 野口　俊介・諏佐　光輝 熊谷

第28試合 101 宮下皓志・小林泰智 鴻巣

-
105 野原　知寛・渡邉　啓介 東松山

試合No No. No.

第1試合 114 高野海宙・茂木力輝 鴻巣

-
115 荒巻 巧任・菊池 琉太 深谷

第2試合 116 久保　千里・清水 樹己 皆野

-
117 永濱　皓大・菊地　弘晃 熊谷

第3試合 118 内山優斗・寺井渉 吹上

-
119 南　佳希・馬橋佑輔 鴻巣

第4試合 120 設楽　竜矢・田中　大貴 皆野

-
121 八木原　隆矢・立石　太一 熊谷

第5試合 122 村田　拓未・榎本　光輝 東松山

-
123 金子氷雅・宮島拓 吹上

第6試合 124 安藤　直也・吉野　崇紀 北本

-
125 野口滉太・Open 鴻巣

第7試合 114 高野海宙・茂木力輝 鴻巣

-
126 加藤　陽・深沢侑矢 北坂戸

第8試合 115 荒巻 巧任・菊池 琉太 深谷

-
116 久保　千里・清水 樹己 皆野

第9試合 117 永濱　皓大・菊地　弘晃 熊谷

-
118 内山優斗・寺井渉 吹上

第10試合 119 南　佳希・馬橋佑輔 鴻巣

-
120 設楽　竜矢・田中　大貴 皆野

第11試合 121 八木原　隆矢・立石　太一 熊谷

-
122 村田　拓未・榎本　光輝 東松山

第12試合 123 金子氷雅・宮島拓 吹上

-
124 安藤　直也・吉野　崇紀 北本

第13試合 125 野口滉太・Open 鴻巣

-
126 加藤　陽・深沢侑矢 北坂戸

第14試合 114 高野海宙・茂木力輝 鴻巣

-
116 久保　千里・清水 樹己 皆野

第15試合 115 荒巻 巧任・菊池 琉太 深谷

-
117 永濱　皓大・菊地　弘晃 熊谷

第16試合 118 内山優斗・寺井渉 吹上

-
120 設楽　竜矢・田中　大貴 皆野

第17試合 119 南　佳希・馬橋佑輔 鴻巣

-
121 八木原　隆矢・立石　太一 熊谷

第18試合 122 村田　拓未・榎本　光輝 東松山

-
124 安藤　直也・吉野　崇紀 北本

第19試合 123 金子氷雅・宮島拓 吹上

-
125 野口滉太・Open 鴻巣

第20試合 124 安藤　直也・吉野　崇紀 北本

-
126 加藤　陽・深沢侑矢 北坂戸

第21試合 114 高野海宙・茂木力輝 鴻巣

-
117 永濱　皓大・菊地　弘晃 熊谷

第22試合 115 荒巻 巧任・菊池 琉太 深谷

-
118 内山優斗・寺井渉 吹上

第23試合 116 久保　千里・清水 樹己 皆野

-
119 南　佳希・馬橋佑輔 鴻巣

第24試合 120 設楽　竜矢・田中　大貴 皆野

-
123 金子氷雅・宮島拓 吹上

第25試合 121 八木原　隆矢・立石　太一 熊谷

-
124 安藤　直也・吉野　崇紀 北本

第26試合 122 村田　拓未・榎本　光輝 東松山

-
125 野口滉太・Open 鴻巣

第27試合 123 金子氷雅・宮島拓 吹上

-
126 加藤　陽・深沢侑矢 北坂戸

第28試合 114 高野海宙・茂木力輝 鴻巣

-
118 内山優斗・寺井渉 吹上

選手名　所属対戦結果選手名　所属

第1コート　高学年男子A

第2コート　高学年男子B

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属



試合No No. No.

第1試合 127 黒野　伽能・宇敷　拓海 坂戸

-
128 板倉望・高橋宏武 吹上

第2試合 129 林　航輝・小林　海音 東松山

-
130 菊池陽輔・樋口清和 北坂戸

第3試合 131 藤井　大喜・小俣　俊人 熊谷

-
132 田中啓介・橋本聖矢 鴻巣

第4試合 133 齋藤智稀・伊藤拓登 小川

-
134 持田 叶一・上原 佳樹 深谷

第5試合 135 伏田寛太・Open 吹上

-
136 鈴木　秀哉・水上　文二 皆野

第6試合 137 小谷野　龍斗・白木　豪 北本

-
138 春田　大志・篠田　智也 熊谷

第7試合 127 黒野　伽能・宇敷　拓海 坂戸

-
129 林　航輝・小林　海音 東松山

第8試合 128 板倉望・高橋宏武 吹上

-
130 菊池陽輔・樋口清和 北坂戸

第9試合 131 藤井　大喜・小俣　俊人 熊谷

-
133 齋藤智稀・伊藤拓登 小川

第10試合 132 田中啓介・橋本聖矢 鴻巣

-
134 持田 叶一・上原 佳樹 深谷

第11試合 135 伏田寛太・Open 吹上

-
137 小谷野　龍斗・白木　豪 北本

第12試合 136 鈴木　秀哉・水上　文二 皆野

-
138 春田　大志・篠田　智也 熊谷

第13試合 127 黒野　伽能・宇敷　拓海 坂戸

-
130 菊池陽輔・樋口清和 北坂戸

第14試合 128 板倉望・高橋宏武 吹上

-
131 藤井　大喜・小俣　俊人 熊谷

第15試合 129 林　航輝・小林　海音 東松山

-
132 田中啓介・橋本聖矢 鴻巣

第16試合 130 菊池陽輔・樋口清和 北坂戸

-
133 齋藤智稀・伊藤拓登 小川

第17試合 131 藤井　大喜・小俣　俊人 熊谷

-
134 持田 叶一・上原 佳樹 深谷

第18試合 132 田中啓介・橋本聖矢 鴻巣

-
135 伏田寛太・Open 吹上

第19試合 133 齋藤智稀・伊藤拓登 小川

-
136 鈴木　秀哉・水上　文二 皆野

第20試合 127 黒野　伽能・宇敷　拓海 坂戸

-
137 小谷野　龍斗・白木　豪 北本

第21試合 128 板倉望・高橋宏武 吹上

-
138 春田　大志・篠田　智也 熊谷

第22試合 129 林　航輝・小林　海音 東松山

-
133 齋藤智稀・伊藤拓登 小川

第23試合 130 菊池陽輔・樋口清和 北坂戸

-
134 持田 叶一・上原 佳樹 深谷

第24試合 131 藤井　大喜・小俣　俊人 熊谷

-
135 伏田寛太・Open 吹上

第25試合 132 田中啓介・橋本聖矢 鴻巣

-
136 鈴木　秀哉・水上　文二 皆野

第26試合 133 齋藤智稀・伊藤拓登 小川

-
137 小谷野　龍斗・白木　豪 北本

第27試合 134 持田 叶一・上原 佳樹 深谷

-
138 春田　大志・篠田　智也 熊谷

第28試合 127 黒野　伽能・宇敷　拓海 坂戸

-
131 藤井　大喜・小俣　俊人 熊谷

試合No No. No.

第1試合 201 橋本 佳歩・中島 朱莉 深谷

-
202 佐野このみ・丸山あき菜 北坂戸

第2試合 203 椎橋　舞・松岡　莉穂 東松山

-
204 大塚美穂・國本果鈴 鴻巣

第3試合 205 楢島　莉子・野見山　瑠奈 坂戸

-
206 小幡　澄空・小玉　桜子 熊谷

第4試合 207 加藤美結・吉井ひまり 小川

-
208 菅谷 栞那・武政 咲希 深谷

第5試合 209 井口　萌・町田彩美香 東松山

-
210 飯山みゆき・近藤真奈 北坂戸

第6試合 211 高橋　美結・梶川　なるみ 北本

-
212 向井 桃佳・前原 南名 深谷

第7試合 201 橋本 佳歩・中島 朱莉 深谷

-
213 冨永麻矢・久保田愛美 鴻巣

第8試合 202 佐野このみ・丸山あき菜 北坂戸

-
203 椎橋　舞・松岡　莉穂 東松山

第9試合 204 大塚美穂・國本果鈴 鴻巣

-
205 楢島　莉子・野見山　瑠奈 坂戸

第10試合 206 小幡　澄空・小玉　桜子 熊谷

-
207 加藤美結・吉井ひまり 小川

第11試合 208 菅谷 栞那・武政 咲希 深谷

-
209 井口　萌・町田彩美香 東松山

第12試合 210 飯山みゆき・近藤真奈 北坂戸

-
211 高橋　美結・梶川　なるみ 北本

第13試合 212 向井 桃佳・前原 南名 深谷

-
213 冨永麻矢・久保田愛美 鴻巣

第14試合 201 橋本 佳歩・中島 朱莉 深谷

-
203 椎橋　舞・松岡　莉穂 東松山

第15試合 202 佐野このみ・丸山あき菜 北坂戸

-
204 大塚美穂・國本果鈴 鴻巣

第16試合 205 楢島　莉子・野見山　瑠奈 坂戸

-
207 加藤美結・吉井ひまり 小川

第17試合 206 小幡　澄空・小玉　桜子 熊谷

-
208 菅谷 栞那・武政 咲希 深谷

第18試合 209 井口　萌・町田彩美香 東松山

-
211 高橋　美結・梶川　なるみ 北本

第19試合 210 飯山みゆき・近藤真奈 北坂戸

-
212 向井 桃佳・前原 南名 深谷

第20試合 211 高橋　美結・梶川　なるみ 北本

-
213 冨永麻矢・久保田愛美 鴻巣

第21試合 201 橋本 佳歩・中島 朱莉 深谷

-
204 大塚美穂・國本果鈴 鴻巣

第22試合 202 佐野このみ・丸山あき菜 北坂戸

-
205 楢島　莉子・野見山　瑠奈 坂戸

第23試合 203 椎橋　舞・松岡　莉穂 東松山

-
206 小幡　澄空・小玉　桜子 熊谷

第24試合 207 加藤美結・吉井ひまり 小川

-
210 飯山みゆき・近藤真奈 北坂戸

第25試合 208 菅谷 栞那・武政 咲希 深谷

-
211 高橋　美結・梶川　なるみ 北本

第26試合 209 井口　萌・町田彩美香 東松山

-
212 向井 桃佳・前原 南名 深谷

第27試合 210 飯山みゆき・近藤真奈 北坂戸

-
213 冨永麻矢・久保田愛美 鴻巣

第28試合 201 橋本 佳歩・中島 朱莉 深谷

-
205 楢島　莉子・野見山　瑠奈 坂戸

第3コート　高学年男子C

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属

第4コート　高学年女子A

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属



試合No No. No.

第1試合 214 加納　千聖・村田　朋美 東松山

-
215 中山 梨花・家泉 るか 深谷

第2試合 216 解良葵依・吉澤美空 小川

-
217 島田久留美・細野愛夏 鴻巣

第3試合 218 石垣　梨子・高橋　愛絵 坂戸

-
219 澤村 涼菜・武石 彩花 深谷

第4試合 220 川渕　梨音・秋山　佑華 北本

-
221 村上　安里彩・畔上　彩花 熊谷

第5試合 222 仲田真理愛・鵜沢彩香 鴻巣

-
223 立木このみ・持田愛子 小川

第6試合 224 Open・鈴木　結里奈 坂戸

-
225 澤村  仁美・佐藤　栞 東松山

第7試合 214 加納　千聖・村田　朋美 東松山

-
226 松井 玲花・飯島 蒼 深谷

第8試合 215 中山 梨花・家泉 るか 深谷

-
216 解良葵依・吉澤美空 小川

第9試合 217 島田久留美・細野愛夏 鴻巣

-
218 石垣　梨子・高橋　愛絵 坂戸

第10試合 219 澤村 涼菜・武石 彩花 深谷

-
220 川渕　梨音・秋山　佑華 北本

第11試合 221 村上　安里彩・畔上　彩花 熊谷

-
222 仲田真理愛・鵜沢彩香 鴻巣

第12試合 223 立木このみ・持田愛子 小川

-
224 Open・鈴木　結里奈 坂戸

第13試合 225 澤村  仁美・佐藤　栞 東松山

-
226 松井 玲花・飯島 蒼 深谷

第14試合 214 加納　千聖・村田　朋美 東松山

-
216 解良葵依・吉澤美空 小川

第15試合 215 中山 梨花・家泉 るか 深谷

-
217 島田久留美・細野愛夏 鴻巣

第16試合 218 石垣　梨子・高橋　愛絵 坂戸

-
220 川渕　梨音・秋山　佑華 北本

第17試合 219 澤村 涼菜・武石 彩花 深谷

-
221 村上　安里彩・畔上　彩花 熊谷

第18試合 222 仲田真理愛・鵜沢彩香 鴻巣

-
224 Open・鈴木　結里奈 坂戸

第19試合 223 立木このみ・持田愛子 小川

-
225 澤村  仁美・佐藤　栞 東松山

第20試合 224 Open・鈴木　結里奈 坂戸

-
226 松井 玲花・飯島 蒼 深谷

第21試合 214 加納　千聖・村田　朋美 東松山

-
217 島田久留美・細野愛夏 鴻巣

第22試合 215 中山 梨花・家泉 るか 深谷

-
218 石垣　梨子・高橋　愛絵 坂戸

第23試合 216 解良葵依・吉澤美空 小川

-
219 澤村 涼菜・武石 彩花 深谷

第24試合 220 川渕　梨音・秋山　佑華 北本

-
223 立木このみ・持田愛子 小川

第25試合 221 村上　安里彩・畔上　彩花 熊谷

-
224 Open・鈴木　結里奈 坂戸

第26試合 222 仲田真理愛・鵜沢彩香 鴻巣

-
225 澤村  仁美・佐藤　栞 東松山

第27試合 223 立木このみ・持田愛子 小川

-
226 松井 玲花・飯島 蒼 深谷

第28試合 214 加納　千聖・村田　朋美 東松山

-
218 石垣　梨子・高橋　愛絵 坂戸

試合No No. No.

第1試合 227 神山  栞奈・江原　楓 東松山

-
228 勅使川原 モモ・若林 はな 深谷

第2試合 229 長澤　梨央・稲村　美紅 熊谷

-
230 野口　真彩・二ノ宮 梨々華 皆野

第3試合 231 鈴木　絢香・山村　和奏 坂戸

-
232 羽太和葉・小林祥子 小川

第4試合 233 千代田　磨那・小谷野　妃菜 東松山

-
234 須貝瑞帆・酒井千春 北坂戸

第5試合 235 中山　唯・秋山　実紀 北本

-
236 笠原 理愛・渡辺 蒼 深谷

第6試合 237 佐藤 倫・福田涼葉 鴻巣

-
238 奥泉　佑香・發知　美来乃 坂戸

第7試合 227 神山  栞奈・江原　楓 東松山

-
239 藤田実久・森澤花津季 北坂戸

第8試合 228 勅使川原 モモ・若林 はな 深谷

-
229 長澤　梨央・稲村　美紅 熊谷

第9試合 230 野口　真彩・二ノ宮 梨々華 皆野

-
231 鈴木　絢香・山村　和奏 坂戸

第10試合 232 羽太和葉・小林祥子 小川

-
233 千代田　磨那・小谷野　妃菜 東松山

第11試合 234 須貝瑞帆・酒井千春 北坂戸

-
235 中山　唯・秋山　実紀 北本

第12試合 236 笠原 理愛・渡辺 蒼 深谷

-
237 佐藤 倫・福田涼葉 鴻巣

第13試合 238 奥泉　佑香・發知　美来乃 坂戸

-
239 藤田実久・森澤花津季 北坂戸

第14試合 227 神山  栞奈・江原　楓 東松山

-
229 長澤　梨央・稲村　美紅 熊谷

第15試合 228 勅使川原 モモ・若林 はな 深谷

-
230 野口　真彩・二ノ宮 梨々華 皆野

第16試合 231 鈴木　絢香・山村　和奏 坂戸

-
233 千代田　磨那・小谷野　妃菜 東松山

第17試合 232 羽太和葉・小林祥子 小川

-
234 須貝瑞帆・酒井千春 北坂戸

第18試合 235 中山　唯・秋山　実紀 北本

-
237 佐藤 倫・福田涼葉 鴻巣

第19試合 236 笠原 理愛・渡辺 蒼 深谷

-
238 奥泉　佑香・發知　美来乃 坂戸

第20試合 237 佐藤 倫・福田涼葉 鴻巣

-
239 藤田実久・森澤花津季 北坂戸

第21試合 227 神山  栞奈・江原　楓 東松山

-
230 野口　真彩・二ノ宮 梨々華 皆野

第22試合 228 勅使川原 モモ・若林 はな 深谷

-
231 鈴木　絢香・山村　和奏 坂戸

第23試合 229 長澤　梨央・稲村　美紅 熊谷

-
232 羽太和葉・小林祥子 小川

第24試合 233 千代田　磨那・小谷野　妃菜 東松山

-
236 笠原 理愛・渡辺 蒼 深谷

第25試合 234 須貝瑞帆・酒井千春 北坂戸

-
237 佐藤 倫・福田涼葉 鴻巣

第26試合 235 中山　唯・秋山　実紀 北本

-
238 奥泉　佑香・發知　美来乃 坂戸

第27試合 236 笠原 理愛・渡辺 蒼 深谷

-
239 藤田実久・森澤花津季 北坂戸

第28試合 227 神山  栞奈・江原　楓 東松山

-
231 鈴木　絢香・山村　和奏 坂戸

第5コート　高学年女子B

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属

第6コート　高学年女子C

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属



試合No No. No.

第1試合 240 小暮 深晏・小林 優愛 深谷

-
241 薄　美玖・砂金　優里 熊谷

第2試合 242 中島　緋里・上田　愛奈 坂戸

-
243 五十嵐　琴音・内山　レナ 北本

第3試合 244 福留杏音・道祖土愛香 北坂戸

-
245 初貝沙帆・川崎菜月 吹上

第4試合 246 小笠原　麻衣・根岸　もも 皆野

-
247 野口 実姫・今井 菜瑠 深谷

第5試合 248 高橋　依織・小池  来瞳 熊谷

-
249 山下　奈々・佐藤　佳 東松山

第6試合 250 田中柚子香・小森谷智咲 北坂戸

-
251 兼杉　采李・藤井　佐弥 北本

第7試合 240 小暮 深晏・小林 優愛 深谷

-
252 三上　陽菜・黒田　亞聖 坂戸

第8試合 241 薄　美玖・砂金　優里 熊谷

-
242 中島　緋里・上田　愛奈 坂戸

第9試合 243 五十嵐　琴音・内山　レナ 北本

-
244 福留杏音・道祖土愛香 北坂戸

第10試合 245 初貝沙帆・川崎菜月 吹上

-
246 小笠原　麻衣・根岸　もも 皆野

第11試合 247 野口 実姫・今井 菜瑠 深谷

-
248 高橋　依織・小池  来瞳 熊谷

第12試合 249 山下　奈々・佐藤　佳 東松山

-
250 田中柚子香・小森谷智咲 北坂戸

第13試合 251 兼杉　采李・藤井　佐弥 北本

-
252 三上　陽菜・黒田　亞聖 坂戸

第14試合 240 小暮 深晏・小林 優愛 深谷

-
242 中島　緋里・上田　愛奈 坂戸

第15試合 241 薄　美玖・砂金　優里 熊谷

-
243 五十嵐　琴音・内山　レナ 北本

第16試合 244 福留杏音・道祖土愛香 北坂戸

-
246 小笠原　麻衣・根岸　もも 皆野

第17試合 245 初貝沙帆・川崎菜月 吹上

-
247 野口 実姫・今井 菜瑠 深谷

第18試合 248 高橋　依織・小池  来瞳 熊谷

-
250 田中柚子香・小森谷智咲 北坂戸

第19試合 249 山下　奈々・佐藤　佳 東松山

-
251 兼杉　采李・藤井　佐弥 北本

第20試合 250 田中柚子香・小森谷智咲 北坂戸

-
252 三上　陽菜・黒田　亞聖 坂戸

第21試合 240 小暮 深晏・小林 優愛 深谷

-
243 五十嵐　琴音・内山　レナ 北本

第22試合 241 薄　美玖・砂金　優里 熊谷

-
244 福留杏音・道祖土愛香 北坂戸

第23試合 242 中島　緋里・上田　愛奈 坂戸

-
245 初貝沙帆・川崎菜月 吹上

第24試合 246 小笠原　麻衣・根岸　もも 皆野

-
249 山下　奈々・佐藤　佳 東松山

第25試合 247 野口 実姫・今井 菜瑠 深谷

-
250 田中柚子香・小森谷智咲 北坂戸

第26試合 248 高橋　依織・小池  来瞳 熊谷

-
251 兼杉　采李・藤井　佐弥 北本

第27試合 249 山下　奈々・佐藤　佳 東松山

-
252 三上　陽菜・黒田　亞聖 坂戸

第28試合 240 小暮 深晏・小林 優愛 深谷

-
244 福留杏音・道祖土愛香 北坂戸

試合No No. No.

第1試合 253 江黒　夏乃子・保泉　茅 熊谷

-
254 青木千尋・Open 小川

第2試合 255 徳田 彩恵・角田 海 深谷

-
256 杉田乃羽・深野真奈美 吹上

第3試合 257 桑山　未来・吉田　深紅 東松山

-
258 宮崎　栞・本間絵梨奈 北坂戸

第4試合 259 内田　名郁・宇都木　映美 北本

-
260 田島　初菜・新井　花菜 皆野

第5試合 261 山田　紗矢香・毛利　暖 熊谷

-
262 片桐小夏・吉岡真梨菜 鴻巣

第6試合 263 鎮目　和・山崎　千夏 坂戸

-
264 根岸真優・新井来望 小川

第7試合 253 江黒　夏乃子・保泉　茅 熊谷

-
265 笹川 友莉愛・笠本 一華 深谷

第8試合 254 青木千尋・Open 小川

-
255 徳田 彩恵・角田 海 深谷

第9試合 256 杉田乃羽・深野真奈美 吹上

-
257 桑山　未来・吉田　深紅 東松山

第10試合 258 宮崎　栞・本間絵梨奈 北坂戸

-
259 内田　名郁・宇都木　映美 北本

第11試合 260 田島　初菜・新井　花菜 皆野

-
261 山田　紗矢香・毛利　暖 熊谷

第12試合 262 片桐小夏・吉岡真梨菜 鴻巣

-
263 鎮目　和・山崎　千夏 坂戸

第13試合 264 根岸真優・新井来望 小川

-
265 笹川 友莉愛・笠本 一華 深谷

第14試合 253 江黒　夏乃子・保泉　茅 熊谷

-
255 徳田 彩恵・角田 海 深谷

第15試合 254 青木千尋・Open 小川

-
256 杉田乃羽・深野真奈美 吹上

第16試合 257 桑山　未来・吉田　深紅 東松山

-
259 内田　名郁・宇都木　映美 北本

第17試合 258 宮崎　栞・本間絵梨奈 北坂戸

-
260 田島　初菜・新井　花菜 皆野

第18試合 261 山田　紗矢香・毛利　暖 熊谷

-
263 鎮目　和・山崎　千夏 坂戸

第19試合 262 片桐小夏・吉岡真梨菜 鴻巣

-
264 根岸真優・新井来望 小川

第20試合 263 鎮目　和・山崎　千夏 坂戸

-
265 笹川 友莉愛・笠本 一華 深谷

第21試合 253 江黒　夏乃子・保泉　茅 熊谷

-
256 杉田乃羽・深野真奈美 吹上

第22試合 254 青木千尋・Open 小川

-
257 桑山　未来・吉田　深紅 東松山

第23試合 255 徳田 彩恵・角田 海 深谷

-
258 宮崎　栞・本間絵梨奈 北坂戸

第24試合 259 内田　名郁・宇都木　映美 北本

-
262 片桐小夏・吉岡真梨菜 鴻巣

第25試合 260 田島　初菜・新井　花菜 皆野

-
263 鎮目　和・山崎　千夏 坂戸

第26試合 261 山田　紗矢香・毛利　暖 熊谷

-
264 根岸真優・新井来望 小川

第27試合 262 片桐小夏・吉岡真梨菜 鴻巣

-
265 笹川 友莉愛・笠本 一華 深谷

第28試合 253 江黒　夏乃子・保泉　茅 熊谷

-
257 桑山　未来・吉田　深紅 東松山

第11コート　高学年女子D

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属

第12コート　高学年女子E

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属



試合No No. No.

第1試合 301 折原 諭・大嶋理音 鴻巣

-
302 並木純也・桑山信 小川

第2試合 303 西塔　祐貴・篠塚　輝 熊谷

-
304 根岸 秀・岡田 凌旺 深谷

第3試合 305 平田　直哉・栗田　秀史 東松山

-
306 小林駿介・浅見勇太 小川・東松山

第4試合 307 鵜沢公希・田中孝治 鴻巣

-
308 滝澤　開登・塩田　大輔 熊谷

第5試合 309 岡野　佑亮・黒野　琉歌 坂戸

-
310 中村 竜也・春山 将悟 深谷

第6試合 311 柏木朝貴・佐々木一斗 北坂戸

-
312 康　宇童・松本　京太郎 熊谷

第7試合 301 折原 諭・大嶋理音 鴻巣

-
313 吉野優人・藤田恭冴 小川

第8試合 302 並木純也・桑山信 小川

-
303 西塔　祐貴・篠塚　輝 熊谷

第9試合 304 根岸 秀・岡田 凌旺 深谷

-
305 平田　直哉・栗田　秀史 東松山

第10試合 306 小林駿介・浅見勇太 小川・東松山

-
307 鵜沢公希・田中孝治 鴻巣

第11試合 308 滝澤　開登・塩田　大輔 熊谷

-
309 岡野　佑亮・黒野　琉歌 坂戸

第12試合 310 中村 竜也・春山 将悟 深谷

-
311 柏木朝貴・佐々木一斗 北坂戸

第13試合 312 康　宇童・松本　京太郎 熊谷

-
313 吉野優人・藤田恭冴 小川

第14試合 301 折原 諭・大嶋理音 鴻巣

-
303 西塔　祐貴・篠塚　輝 熊谷

第15試合 302 並木純也・桑山信 小川

-
304 根岸 秀・岡田 凌旺 深谷

第16試合 305 平田　直哉・栗田　秀史 東松山

-
307 鵜沢公希・田中孝治 鴻巣

第17試合 306 小林駿介・浅見勇太 小川・東松山

-
308 滝澤　開登・塩田　大輔 熊谷

第18試合 309 岡野　佑亮・黒野　琉歌 坂戸

-
311 柏木朝貴・佐々木一斗 北坂戸

第19試合 310 中村 竜也・春山 将悟 深谷

-
312 康　宇童・松本　京太郎 熊谷

第20試合 311 柏木朝貴・佐々木一斗 北坂戸

-
313 吉野優人・藤田恭冴 小川

第21試合 301 折原 諭・大嶋理音 鴻巣

-
304 根岸 秀・岡田 凌旺 深谷

第22試合 302 並木純也・桑山信 小川

-
305 平田　直哉・栗田　秀史 東松山

第23試合 303 西塔　祐貴・篠塚　輝 熊谷

-
306 小林駿介・浅見勇太 小川・東松山

第24試合 307 鵜沢公希・田中孝治 鴻巣

-
310 中村 竜也・春山 将悟 深谷

第25試合 308 滝澤　開登・塩田　大輔 熊谷

-
311 柏木朝貴・佐々木一斗 北坂戸

第26試合 309 岡野　佑亮・黒野　琉歌 坂戸

-
312 康　宇童・松本　京太郎 熊谷

第27試合 310 中村 竜也・春山 将悟 深谷

-
313 吉野優人・藤田恭冴 小川

第28試合 301 折原 諭・大嶋理音 鴻巣

-
305 平田　直哉・栗田　秀史 東松山

試合No No. No.

第1試合 314 林薫・齋藤大翔 小川

-
315 吉田　健真・榎本　遥喜 熊谷

第2試合 316 堀越洸太・大塚拓実 鴻巣

-
317 田中 佑育・栗原 駿輔 深谷

第3試合 318 越阪部司・松村遼太郎 小川

-
319 深野真人・Open 吹上

第4試合 420 遠藤 詩朋・平澤 茜 深谷

-
421 増田帆乃香・小野愛子 小川

第5試合 320 冨田　敦裕・久世　真夢 東松山

-
321 菊地　歩夢・笠原　佑太 熊谷

第6試合 322 越阪部蓮・渡邉かずや 小川

-
323 田中　優輝・根岸　澪紋 皆野

第7試合 428 伊藤優花・三田朱音 北坂戸

-
429 永濱  真緒・久保田　絢音 熊谷

第8試合 314 林薫・齋藤大翔 小川

-
323 田中　優輝・根岸　澪紋 皆野

第9試合 315 吉田　健真・榎本　遥喜 熊谷

-
316 堀越洸太・大塚拓実 鴻巣

第10試合 317 田中 佑育・栗原 駿輔 深谷

-
318 越阪部司・松村遼太郎 小川

第11試合 319 深野真人・Open 吹上

-
320 冨田　敦裕・久世　真夢 東松山

第12試合 423 解良栞奈・松村優希奈 小川

-
424 黒沢朋花・Open 鴻巣

第13試合 321 菊地　歩夢・笠原　佑太 熊谷

-
322 越阪部蓮・渡邉かずや 小川

第14試合 314 林薫・齋藤大翔 小川

-
316 堀越洸太・大塚拓実 鴻巣

第15試合 315 吉田　健真・榎本　遥喜 熊谷

-
317 田中 佑育・栗原 駿輔 深谷

第16試合 416 森澤優希・鈴木七海 北坂戸

-
418 樋口凛・櫻井花々 小川

第17試合 318 越阪部司・松村遼太郎 小川

-
320 冨田　敦裕・久世　真夢 東松山

第18試合 319 深野真人・Open 吹上

-
321 菊地　歩夢・笠原　佑太 熊谷

第19試合 314 林薫・齋藤大翔 小川

-
322 越阪部蓮・渡邉かずや 小川

第20試合 425 相上心穏・後藤和 吹上

-
427 根岸優楽・林杏奈 小川

第21試合 315 吉田　健真・榎本　遥喜 熊谷

-
323 田中　優輝・根岸　澪紋 皆野

第22試合 316 堀越洸太・大塚拓実 鴻巣

-
318 越阪部司・松村遼太郎 小川

第23試合 317 田中 佑育・栗原 駿輔 深谷

-
319 深野真人・Open 吹上

第24試合 418 樋口凛・櫻井花々 小川

-
421 増田帆乃香・小野愛子 小川

第25試合 320 冨田　敦裕・久世　真夢 東松山

-
322 越阪部蓮・渡邉かずや 小川

第26試合 311 柏木朝貴・佐々木一斗 北坂戸

-
323 田中　優輝・根岸　澪紋 皆野

第27試合 314 林薫・齋藤大翔 小川

-
317 田中 佑育・栗原 駿輔 深谷

第28試合 418 樋口凛・櫻井花々 小川

-
429 永濱  真緒・久保田　絢音 熊谷

第7コート　低学年男子A

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属

第8コート　低学年男子B＆低学年女子B

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属



試合No No. No.

第1試合 401 根本麗瑚・大野萌香 北坂戸

-
402 渡邉彩夏・森萌々花 小川

第2試合 403 野口なつき・横田彩花 鴻巣

-
404 山中 美緒・菊池 萌江 深谷

第3試合 405 桶川千智・伊藤舞香 小川

-
406 黒田麻琴・鈴木彩夏 北坂戸

第4試合 407 黒沢優花・坪井美羽 鴻巣

-
408 内海　愛梨・佐藤　雪音 坂戸

第5試合 409 持田夢子・飯塚天音 小川

-
410 小林柚巴・Open 北坂戸

第6試合 411 水田 光・遠藤 愛奈 深谷

-
412 小島　詩・高橋シエロ 鴻巣

第7試合 401 根本麗瑚・大野萌香 北坂戸

-
413 松村萌花・青木沙耶香 小川

第8試合 402 渡邉彩夏・森萌々花 小川

-
403 野口なつき・横田彩花 鴻巣

第9試合 404 山中 美緒・菊池 萌江 深谷

-
405 桶川千智・伊藤舞香 小川

第10試合 406 黒田麻琴・鈴木彩夏 北坂戸

-
407 黒沢優花・坪井美羽 鴻巣

第11試合 408 内海　愛梨・佐藤　雪音 坂戸

-
409 持田夢子・飯塚天音 小川

第12試合 410 小林柚巴・Open 北坂戸

-
411 水田 光・遠藤 愛奈 深谷

第13試合 412 小島　詩・高橋シエロ 鴻巣

-
413 松村萌花・青木沙耶香 小川

第14試合 401 根本麗瑚・大野萌香 北坂戸

-
403 野口なつき・横田彩花 鴻巣

第15試合 402 渡邉彩夏・森萌々花 小川

-
404 山中 美緒・菊池 萌江 深谷

第16試合 405 桶川千智・伊藤舞香 小川

-
407 黒沢優花・坪井美羽 鴻巣

第17試合 406 黒田麻琴・鈴木彩夏 北坂戸

-
408 内海　愛梨・佐藤　雪音 坂戸

第18試合 409 持田夢子・飯塚天音 小川

-
411 水田 光・遠藤 愛奈 深谷

第19試合 410 小林柚巴・Open 北坂戸

-
412 小島　詩・高橋シエロ 鴻巣

第20試合 411 水田 光・遠藤 愛奈 深谷

-
413 松村萌花・青木沙耶香 小川

第21試合 401 根本麗瑚・大野萌香 北坂戸

-
404 山中 美緒・菊池 萌江 深谷

第22試合 402 渡邉彩夏・森萌々花 小川

-
405 桶川千智・伊藤舞香 小川

第23試合 403 野口なつき・横田彩花 鴻巣

-
406 黒田麻琴・鈴木彩夏 北坂戸

第24試合 407 黒沢優花・坪井美羽 鴻巣

-
410 小林柚巴・Open 北坂戸

第25試合 408 内海　愛梨・佐藤　雪音 坂戸

-
411 水田 光・遠藤 愛奈 深谷

第26試合 409 持田夢子・飯塚天音 小川

-
412 小島　詩・高橋シエロ 鴻巣

第27試合 410 小林柚巴・Open 北坂戸

-
413 松村萌花・青木沙耶香 小川

第28試合 401 根本麗瑚・大野萌香 北坂戸

-
405 桶川千智・伊藤舞香 小川

試合No No. No.

第1試合 414 立木こころ・野口愛梨 小川

-
415 渡辺千紗・桜井ひめか 鴻巣

第2試合 416 森澤優希・鈴木七海 北坂戸

-
417 神田　結衣・發知　里世音 坂戸

第3試合 418 樋口凛・櫻井花々 小川

-
419 堀越祐奈・宮内柚実 鴻巣

第4試合 422 松本　千穂・石崎　留楽 坂戸

-
423 解良栞奈・松村優希奈 小川

第5試合 424 黒沢朋花・Open 鴻巣

-
425 相上心穏・後藤和 吹上

第6試合 426 矢部　有花　・松本　美桜　　　 東松山

-
427 根岸優楽・林杏奈 小川

第7試合 415 渡辺千紗・桜井ひめか 鴻巣

-
416 森澤優希・鈴木七海 北坂戸

第8試合 417 神田　結衣・發知　里世音 坂戸

-
418 樋口凛・櫻井花々 小川

第9試合 419 堀越祐奈・宮内柚実 鴻巣

-
420 遠藤 詩朋・平澤 茜 深谷

第10試合 414 立木こころ・野口愛梨 小川

-
429 永濱  真緒・久保田　絢音 熊谷

第11試合 421 増田帆乃香・小野愛子 小川

-
422 松本　千穂・石崎　留楽 坂戸

第12試合 425 相上心穏・後藤和 吹上

-
426 矢部　有花　・松本　美桜　　　 東松山

第13試合 427 根岸優楽・林杏奈 小川

-
428 伊藤優花・三田朱音 北坂戸

第14試合 414 立木こころ・野口愛梨 小川

-
416 森澤優希・鈴木七海 北坂戸

第15試合 415 渡辺千紗・桜井ひめか 鴻巣

-
417 神田　結衣・發知　里世音 坂戸

第16試合 419 堀越祐奈・宮内柚実 鴻巣

-
421 増田帆乃香・小野愛子 小川

第17試合 420 遠藤 詩朋・平澤 茜 深谷

-
422 松本　千穂・石崎　留楽 坂戸

第18試合 421 増田帆乃香・小野愛子 小川

-
423 解良栞奈・松村優希奈 小川

第19試合 424 黒沢朋花・Open 鴻巣

-
426 矢部　有花　・松本　美桜　　　 東松山

第20試合 414 立木こころ・野口愛梨 小川

-
428 伊藤優花・三田朱音 北坂戸

第21試合 415 渡辺千紗・桜井ひめか 鴻巣

-
429 永濱  真緒・久保田　絢音 熊谷

第22試合 416 森澤優希・鈴木七海 北坂戸

-
419 堀越祐奈・宮内柚実 鴻巣

第23試合 417 神田　結衣・發知　里世音 坂戸

-
420 遠藤 詩朋・平澤 茜 深谷

第24試合 422 松本　千穂・石崎　留楽 坂戸

-
425 相上心穏・後藤和 吹上

第25試合 423 解良栞奈・松村優希奈 小川

-
426 矢部　有花　・松本　美桜　　　 東松山

第26試合 416 森澤優希・鈴木七海 北坂戸

-
427 根岸優楽・林杏奈 小川

第27試合 417 神田　結衣・發知　里世音 坂戸

-
428 伊藤優花・三田朱音 北坂戸

第28試合 414 立木こころ・野口愛梨 小川

-
417 神田　結衣・發知　里世音 坂戸

第9コート　低学年女子A

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属

第10コート　低学年女子B

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属


