
栄光の記録

大会名 優勝 準優勝 ３位 ４位

第２９回 ６年 浦城 宏斗 石若 湊太 福田 駿平 小澤 直旺

(神奈川県) (神奈川県) (神奈川県) (埼玉県)

坂口 功 坂脇 憲広 藤森 海斗 山口 晃央

(東京都) (埼玉県) (茨城県) (群馬県)

栃木県 有江 桜空 篠原 緑 中川 翔護 髙橋 真生

大田原市 (埼玉県) (埼玉県) (東京都) (神奈川県)

浅野 真央 橋村 妃翔 河村 実里 鈴木 彩乃

(栃木県) (東京都) (埼玉県) (茨城県)

皆川 恵茉 中沢 莉子 伴野 碧唯 田中 美月

2020.10.10 (東京都) (栃木県) (東京都) (神奈川県)

(令和２年) 橋爪 藍莉 田沢 めいな 中野 日麗 石川 るるう

(埼玉県) (埼玉県) (群馬県) (東京都)

野口 馳矢 椎名 洸介 鈴木 大翔 浅野 海斗

和川 竜也 笹島 悠瑚 中村 陸人 山岡 陸翔

(神奈川県) (埼玉県) (茨城県) (埼玉県)

美濃 龍斗 大塚 海飛 武森 陽向 岩佐 幸太郎

坂本 結翔 森田 倫晟 塩谷 朱雀 土屋 和志

【代替大会】 (千葉県) (埼玉県) (東京都) (東京都)

石井 春馬 殿畑 玲人 北川 蓮梧 内藤 遥希

山口 拓 岩瀬 剛大 荒木 悠乃介 稲川 達士

(東京都) (神奈川県) (栃木県) (埼玉県)

沼田 唯李 山北 莉緒 山中 杏哩 白鳥 玲菜

埼玉県 伊東 陽南 長谷川 葉月 森田 七海 松﨑 玲奈

久喜市 (埼玉県) (埼玉県) (東京都) (埼玉県)

中村 羽奈 吉野 羽都希 薗田 優奈 小原 南実

2020.11.21 青山 ひかり 梅澤 唯花 渡邉 杏梨 平木 結千佳

(令和２年) (茨城県) (東京都) (東京都) (埼玉県)

田沢 しいな 柳下 璃央 伊藤 ひより 田村 蘭

小澤 妃南 長原 里紗 土屋 愛莉 柏瀬 天芳

(埼玉県) (神奈川県) (群馬県) (群馬県)

大会名 優勝 準優勝 ３位 ４位

第３０回 山口 晃央 藤森 海斗 横田 絆 玉木 佑弥

(群馬県) (茨城県) (千葉県) (東京都)

有江 桜空 中川 翔護 高橋 元太 押久保 太智

(埼玉県) (東京都) (埼玉県) (栃木県)

千葉県 田沢 太一 馬詰 瑛翔 鈴木 大翔 大束 龍歳

千葉市 (埼玉県) (埼玉県) (神奈川県) (神奈川県)

伴野 碧唯 森田 七海 佐藤 帆志乃 星野 結衣

(東京都) (東京都) (東京都) (神奈川県)

平田 葵 藤原 ほのか 神尾 明希 大平 美緒

2021.10.30 (東京都) (埼玉県) (東京都) (栃木県)

(令和３年) 曽根 紬 冨田 千晴 後藤 那月 水尻 茉那

(神奈川県) (茨城県) (千葉県) (東京都)

美濃 龍斗 大塚 海飛 塩谷 朱雀 檜山 誠太

坂本 結翔 森田 倫晟 武森 陽向 雫 優心

(千葉県) (埼玉県) (東京都) (栃木県)

石井 春馬 殿畑 玲人 伊藤 太陽 松岡 夏輝

山口 拓 岩瀬 剛大 菊地 穂高 榎本 和司

(東京都) (神奈川県) (埼玉県) (埼玉県)

内藤 遥希 関口 蓮 鈴木 道琥 谷屋 慧華

稲川 達士 野口 優 大串 柊惺 志賀 樹

(埼玉県) (東京都) (茨城県) (埼玉県)

薗田 優奈 吉野 羽都希 青山 ひかり 高橋 結衣

渡邉 杏梨 梅澤 唯花 髙玉 幸佳 光永 理央菜

(東京都) (東京都) (茨城県) (東京都)

福田 咲貴 柳下 璃央 田沢 しいな 伊藤 ひより

森﨑 葉名 長原 里紗 小澤 妃南 土屋 愛莉

(神奈川県) (神奈川県) (埼玉県) (群馬県)

烏川 愛加 坂本 寧音 吉岡 柚希 橋本 纏

武石 玲那 新村 美羽 松本 陽菜乃 小玉 悠愛

(茨城県) (千葉県) (埼玉県) (埼玉県)

種目

シングルス

男子 ５年

４年

女子

６年

５年

４年

新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い

中止

ダブルス

男子

６年

５年

個人戦
オープン大会 ４年

女子

６年

５年

４年

種目

シングルス

男子

６年

５年

４年

女子

６年

５年

４年

ダブルス

男子

６年

５年

４年

女子

６年

５年

４年



栄光の記録

大会名 優勝 準優勝 ３位 ４位

第３１回 中川 翔護 小金井 道斗 高橋 元太 鈴木 秀和

(東京都) (神奈川県) (埼玉県) (茨城県)

田沢 太一 小山 大晴 山口 拓 馬詰 瑛翔

(埼玉県) (埼玉県) (東京都) (埼玉県)

東京都 吉村 颯真 佐野 健太 百瀬 仁翔 上野 央裕

府中市 (東京都) (東京都) (茨城県) (神奈川県)

藤原 ほのか 橋爪 藍莉 黒川 紗菜 岡村 優希美

(埼玉県) (埼玉県) (埼玉県) (神奈川県)

後藤 那月 水尻 茉那 青木 愛 柏瀬 天芳

2022.10.16 (千葉県) (東京都) (東京都) (群馬県)

(令和４年) 有村 衣央 田中 星 櫻井 萌々香 八巻 ほのか

(東京都) (神奈川県) (埼玉県) (埼玉県)

猪瀬 嵩人 伊藤 太陽 殿畑 玲人 小池 晃靖

飯田 大翔 菊地 穂高 岩瀬 剛大 湯石 蓮

(茨城県) (埼玉県) (神奈川県) (茨城県)

内藤 遥希 関口 蓮 竹本 心優斗 佐藤 陸人

稲川 達士 野口 優 赤堀 颯汰 村瀬 理音

(埼玉県) (東京都) (千葉県) (埼玉県)

岡村 星 小林 大心 安齋 奏 石田 悠真

定松 良汰 原 一翔 飯田 脩太 北原 碧空

(神奈川県) (埼玉県) (茨城県) (埼玉県)

梅澤 唯花 柳下 璃央 森﨑 葉名 小澤 妃南

齋藤 翼 小林 紗奈 福田 咲貴 田沢 しいな

(東京都) (神奈川県) (神奈川県) (埼玉県)

坂本 寧音 烏川 愛加 三浦 史愛 福澤 いち乃

新村 美羽 武石 玲那 遠藤 愛依 北村 星那実

(千葉県) (茨城県) (千葉県) (神奈川県)

小玉 悠愛 大澤 りづは 折笠 結菜 中西 美海

橋本 纏 堺 彩千香 奥村 花凜 野中 彩笑

(埼玉県) (埼玉県) (神奈川県) (埼玉県)

大会名 優勝 準優勝 ３位 ４位

第３２回

神奈川県

(令和５年)

ダブルス

男子

６年

５年

種目

シングルス

男子

６年

５年

４年

女子

６年

５年

４年

ダブルス

男子

６年

５年

４年

女子

６年

５年

４年

種目

シングルス

男子

６年

５年

４年

女子

６年

５年

４年

４年

女子

６年

５年

４年


