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小学生男子の部
順位 氏名 所属 学校名 学年 得点

優　勝 宮本　拓実 茨城県 守谷市立松前台小学校 5 1871
準優勝 熊沢　　絆 東京都 八王子市立横山第三小学校 4 1861
第３位 金沢　圭竣 東京都 杉並区立方南小学校 4 1757
第４位 浅尾　親楽 神奈川県 横浜市立大網小学校 6 1743
第５位 倉原　幸平 神奈川県 川崎市立生田小学校 4 1717
第６位 丸山　瑛豊 埼玉県 川越市立霞ヶ関北小学校 5 1711
Ｈ／Ｇ 浅尾　親楽 神奈川県 横浜市立大網小学校 6 266

小学生女子の部
順位 氏名 所属 学校名 学年 得点

優　勝 濱崎りりあ 神奈川県 横浜市立三ツ境小学校 6 1956
準優勝 近藤　眞桜 群馬県 太田市立太田小学校 6 1857
第３位 崎山　穂花 神奈川県 横浜市立三保小学校 6 1826
第４位 桜井　智菜 埼玉県 入間市立扇小学校 6 1820
第５位 井﨑　寛菜 茨城県 ひたちなか市立前渡小学校 6 1813
第６位 髙橋梨織奈 神奈川県 相模原市立旭小学校 6 1808
Ｈ／Ｇ 桜井　智菜 埼玉県 入間市立扇小学校 6 256

中学生男子の部
順位 氏名 所属 学校名 学年 得点

優　勝 小川　諒也 神奈川県 大田区立大森第七中学校 2 2168
準優勝 菅野　直人 神奈川県 藤沢市立大庭中学校 3 2099
第３位 清水　嵐太 群馬県 高崎市立高松中学校 2 2090
第４位 木村　光希 神奈川県 相模原市立不入斗中学校 2 2074
第５位 熊沢　　颯 東京都 横山中学校 3 2008
第６位 米倉　泉希 栃木県 高根沢町立阿久津中学校 2 1978
Ｈ／Ｇ 岡田　海人 埼玉県 川口市立南中学校 3 299

中学生女子の部
順位 氏名 所属 学校名 学年 得点

優　勝 濱崎　李音 神奈川県 横浜市立原中学校 3 2167
準優勝 金子　萌夏 群馬県 名照学園樹徳中学校 1 2068
第３位 上野　帆楓 埼玉県 朝霞市立朝霞第四中学校 3 1990
第４位 徳永　愛梨 神奈川県 川崎市立宮崎中学校 3 1953
第５位 菊地　愛華 神奈川県 横浜市立原中学校 1 1921
第６位 石田　玲奈 群馬県 高崎市立榛名中学校 3 1918
Ｈ／Ｇ 上野　帆楓 埼玉県 朝霞市立朝霞第四中学校 3 279

高校生男子の部
順位 氏名 所属 学校名 学年 得点
優　勝 羽ヶ﨑匠海 神奈川県 横浜南陵高等学校 2 2124
準優勝 清水　裕太 群馬県 東京農業大学第二高等学校 1 2066
第３位 高橋雄士朗 神奈川県 慶應義塾高等学校 2 2064
第４位 柴山　竜吾 東京都 都立新宿山吹高等学校 2 2056
第５位 佐藤　亜優 神奈川県 県立綾瀬西高等学校 1 2050
第６位 井上龍太朗 東京都 日本体育大学荏原高等学校 2 1992
Ｈ／Ｇ 長澤　知靖 埼玉県 県立大宮工業高等学校 3 300

高校生女子の部
順位 氏名 所属 学校名 学年 得点
優　勝 渡辺　莉央 群馬県 前橋育英高等学校 1 2024
準優勝 星野　　望 神奈川県 湘南学院高等学校 1 1913
第３位 小林満里奈 茨城県 県立水戸商業高等学校 3 1857
第４位 酒井みれい 神奈川県 県立平塚工科高等学校 1 1831
第５位 川田　菜摘 群馬県 県立桐生南高等学校 3 1825
第６位 野仲　美咲 東京都 堀越高等学校 1 1813

渡辺　莉央 群馬県 前橋育英高等学校 1

星野　　望 神奈川県 湘南学院高等学校 1
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最終結果

Ｈ／Ｇ 300


