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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 椿　瑛太郎 茨城県 土浦市立真鍋小学校 6 1,767
準優勝 大石　怜生 神奈川県 藤沢市立石川小学校 6 1,745
第３位 齋藤　亮太 群馬県 藤岡市立平井小学校 6 1,739
第４位 倉原　幸平 神奈川県 川崎市立生田小学校 5 1,713
第５位 小倉　裕生 埼玉県 越谷市立桜井南小学校 5 1,694
第６位 高橋　宏輔 茨城県 取手市立取手西小学校 4 1,692
Ｈ／Ｇ 高橋　一葵 茨城県 ひたちなか市立東石川小学校 6 254

小学生女子の部
順位 氏名 所属 学校名 学年 得点

優　勝 濱崎　姫琉 神奈川県 横浜市立三ツ境小学校 5 1,725
準優勝 内野ひかり 千葉県 江戸川区立二之江第二小学校 6 1,628
第３位 石田　なな 千葉県 八千代市立村上東小学校 6 1,606
第４位 本橋　江莉 神奈川県 厚木市立愛甲小学校 4 1,602
第５位 大野　萌葉 群馬県 前橋市立時沢小学校 6 1,545
第６位 石井こころ 埼玉県 ふじみ野市立大井小学校 5 1,542
Ｈ／Ｇ 濱崎　姫琉 神奈川県 横浜市立三ツ境小学校 5 256

中学生男子の部
順位 氏名 所属 学校名 学年 得点

優　勝 清水　嵐太 群馬県 高崎市立高松中学校 3 2,116
準優勝 矢田部耀丞 神奈川県 伊勢原市立成瀬中学校 1 2,018
第３位 吉原　正明 埼玉県 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校 3 1,981
第４位 岩本夢有人 群馬県 みどり市立大間々中学校 3 1,981
第５位 加藤　慧一 神奈川県 横浜市立森中学校 2 1,951
第６位 木村　光希 神奈川県 横須賀市立不入斗中学校 3 1,943
Ｈ／Ｇ 岩本夢有人 群馬県 みどり市立大間々中学校 3 289

中学生女子の部
順位 氏名 所属 学校名 学年 得点

優　勝 濱崎りりあ 神奈川県 横浜市立原中学校 1 1,958
準優勝 井崎　寛菜 茨城県 ひたちなか市立勝田第三中学校 1 1,924
第３位 髙橋梨織奈 神奈川県 相模原市立旭中学校 1 1,821
第４位 多胡　和姫 群馬県 安中市立第一中学校 1 1,804
第５位 桜井　智菜 埼玉県 入間市立向原中学校 1 1,802
第６位 金子　萌夏 群馬県 桐生市立中央中学校 1 1,790

小俣　　陽 神奈川県 藤沢市立第一中学校 2

井崎　寛菜 茨城県 ひたちなか市立勝田第三中学校 1

高校生男子の部
順位 氏名 所属 学校名 学年 得点
優　勝 羽ケ崎匠海 神奈川県 神奈川県立横浜南陵高等学校 3 2,043
準優勝 鈴木　彪雅 東京都 堀越高等学校 3 2,016
第３位 福田　凌大 茨城県 茨城県立土浦湖北高等学校 3 2,012
第４位 髙橋雄士朗 神奈川県 私立慶応義塾高等学校 3 1,994
第５位 畑　　秀明 神奈川県 湘南学院高等学校 2 1,991
第６位 石川　夕真 神奈川県 神奈川県立横須賀工業高等学校 1 1,991
Ｈ／Ｇ 冨永　達郎 東京都 東亜学園高校 3 299

高校生女子の部
順位 氏名 所属 学校名 学年 得点
優　勝 星野　　望 神奈川県 湘南学院高等学校 2 2,072
準優勝 浦部　夏帆 群馬県 本庄第一高等学校 3 1,999
第３位 渡辺　莉央 群馬県 前橋育英高等学校 2 1,967
第４位 上野　帆楓 埼玉県 県立志木高等学校 1 1,952
第５位 岡本ひなた 神奈川県 私立横浜商科大学高等学校 1 1,933
第６位 徳永　愛梨 神奈川県 神奈川県立釜利谷高等学校 1 1,932

藤沼　稚奈 栃木県 佐野日本大学高等学校 3

星野　　望 神奈川県 湘南学院高等学校 2

第３３回オール関東ジュニアボウリングトーナメント
最終結果

Ｈ／Ｇ 279

Ｈ／Ｇ 256


