
全日本選手権大会ジュニアの部県北地区中学生大会

令和２年８月２日

日立市池の川さくらアリーナ

男子Ｓ予選リーグ　→　決勝トーナメント 推薦：宮原智也（泉丘），高橋洸大（泉丘），亀井亮太郎（豊浦）

山　崎　祐　季　２年 敦　賀　太　一　２年 梅　津　翔　太　２年 森　藤　　謙　　２年
泉丘中（２勝０敗１位） 中郷中（０勝２敗３位） 助川中（１勝１敗２位） 瑞竜中
滑　川　大　輔　２年 関　川　智　也　２年 保　坂　龍　雅　２年
坂本中（２勝０敗１位） 日高中（１勝１敗２位） 松岡中（０勝２敗３位） 0 1

上遠野　優　仁　３年 葛　西　陸　來　２年 八　谷　昊　汰　２年
大久保中（１勝０敗１位） 太田中（０勝１敗２位） 豊浦中
小　林　遙　斗　２年 柴　田　凌　芽　１年 赤　津　忠　介　２年
滑川中（２勝０敗１位） 松岡中（１勝１敗２位） 豊浦中（０勝２敗３位） 0 0

　柏　　颯　太　２年 添　田　は　る　３年 　柏　　優　希　２年
中里中（２勝０敗１位） 台原中（０勝２敗３位） 常北中（１勝１敗２位）

中　山　拓　哉　３年 木　内　俊　輝　１年 大　都　匠　詠　２年
大久保中（２勝０敗１位） 久慈中（１勝１敗２位） 豊浦中（０勝２敗３位） 1

古　寺　　隼　　２年 吉　田　隆　翔　２年 永　井　海　暖　２年 1

日高中（２勝０敗１位） 高萩中（１勝１敗２位） 松岡中（０勝２敗３位） 0

菊　地　哲　平　２年 鈴　木　悠　太　２年 渡　邊　洸　斗　2年
中郷中（０勝２敗３位） 松岡中（１勝１敗２位） 秋山中（２勝０敗１位） 0

江　渕　拓　磨　３年 福　田　一　樹　２年 師　岡　聖　樹　１年
平沢中（１勝１敗２位） 日高中（０勝２敗３位） 泉丘中（２勝０敗１位） 1

助　川　裕　征　３年 芳　賀　　葵　　２年 鈴　木　光　輝　２年
大久保中（２勝０敗１位） 常北中（１勝１敗２位） 日高中（０勝２敗３位）
カナザワシールズ　魁　１年 寺　西　凜　也　３年 秋　山　悠　心　２年 2 0

泉丘中（２勝０敗１位） 松岡中（１勝１敗２位） 豊浦中（０勝２敗３位）

吉　原　滉　太　２年 関　根　慶　哉　３年 大　森　莞　汰　１年
太田中（０勝２敗３位） 大久保中（２勝０敗１位） 松岡中（１勝１敗２位） 0

遠　藤　太　智　３年 川　﨑　迅　翔　２年 小野寺　　駿　　２年
十王中（２勝０敗１位） （１勝１敗２位） 助川中（０勝２敗３位） 2

柏　原　成　冴　３年 有　馬　　響　　２年 八木橋　瑠　磨　２年
大久保中（２勝０敗１位） 豊浦中（０勝２敗３位） 滑川中（１勝１敗２位）

　関　　大　和　２年 岩　間　陽　輝　２年 名和田　　響　　２年 0 0

常北中（２勝０敗１位） 松岡中（１勝１敗２位） 中郷中（０勝２敗３位） 2

長　山　瑛　音　３年 関　根　翔　汰　３年 小　室　浩　暉　２年
台原中（１勝１敗２位） 松岡中（２勝０敗１位） 日高中（０勝２敗３位） 0

　森　　元　輝　３年 土　田　泰　希　２年 佐　藤　海　斗　２年
平沢中（２勝０敗１位） （１勝１敗２位） 助川中（０勝２敗３位）

八木橋　耀　星　３年 会　沢　陽　悠　２年 　星　　唯玖斗　２年
滑川中（２勝０敗１位） （１勝１敗２位） 坂本中（０勝２敗３位）

駒木根　快　士　３年 白　田　聖　也　３年 小野瀨　昊　太　２年 0

大久保中（２勝０敗１位） 松岡中（１勝１敗２位） 太田中（０勝２敗３位）

渡　部　　宙　　３年 小　楠　恭　奨　２年 石　川　航　聖　１年
豊浦中（２勝０敗１位） 日高中（０勝２敗３位） 泉丘中（１勝１敗２位） 1

早　田　伊　織　３年 國　分　信　志　２年 白　石　侑　暉　２年 0

大久保中（０勝２敗３位） 常北中（１勝１敗２位） 久慈中（２勝０敗１位）
佐　藤　瑞　樹　３年 本　間　雅　斗　３年 土　屋　楓　河　２年 1

大久保中（１勝０敗１位） 台原中 豊浦中（０勝１敗２位） 2

伊　藤　　資　　２年 橋　本　礼　斗　２年 茅　根　大　耀　１年 2

高萩中（１勝１敗２位） 松岡中（０勝２敗３位） 十王中（２勝０敗１位） 1

鈴　木　碧　斗　２年 緑　川　颯　２年 橋　本　想　大　２年
日高中（１勝１敗２位） 松岡中（２勝０敗１位） 坂本中（０勝２敗３位） 0

　森　　博　司　３年 町　田　大　翔　２年 大　内　聖　矢　２年
豊浦中（２勝０敗１位） 日一附中（０勝２敗３位） 中郷中（１勝１敗２位）

皆　川　優　牙　２年 鈴　木　秀　翔　２年 松　崎　元　哉　１年
松岡中（２勝０敗１位） 台原中（０勝２敗３位） 日高中（１勝１敗２位）

橋　本　彩　吹　２年 髙　橋　　慧　　２年 藤　田　一　輝　２年 0

助川中（１勝０敗１位） 豊浦中（０勝１敗２位） 多賀中
早　川　伶　歩　３年 菊　池　涼　月　1年 菅　谷　龍　斗　２年
豊浦中（１勝１敗２位） 秋山中（２勝０敗１位） 松岡中（０勝２敗３位） 1 0

白　石　昊　暉　３年 牧　野　滉　生　３年 武　内　奏　多　２年
久慈中（２勝０敗１位） 大久保中（１勝１敗２位） 中郷中（０勝２敗３位）

　林　　秀　優　３年 相　田　　楓　　２年 伏　木　拓　哉　２年
大久保中（２勝０敗１位） 日高中（１勝１敗２位） 坂本中（０勝２敗３位） 2

金　澤　輝　暁　３年 齋　藤　脩　史　２年 髙　橋　龍美二　２年 0

高萩中（２勝０敗１位） 松岡中（１勝１敗２位） 常北中（０勝２敗３位） 2

西　野　ジェイミー　３年 髙　野　倭　人　３年 柴　田　　司　　２年
駒王中（１勝１敗２位） 松岡中（２勝０敗１位） 助川中（０勝２敗３位） 0

　森　　翔　真　３年 四　辻　勇　一　２年 鹿志村　祐　輝　２年
泉丘中（２勝０敗１位） 滑川中（１勝１敗２位） 豊浦中（０勝２敗３位）

山　崎　祐　季　２年
泉丘中（２勝０敗１位） 1
皆　川　優　牙　２年

松岡中（２勝０敗１位）
※３位決定戦は行いません
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全日本選手権大会ジュニアの部県北地区中学生大会

令和２年８月２日

日立市池の川さくらアリーナ

女子Ｓ予選リーグ　→　決勝トーナメント　推薦：畑崎舞（中郷），小室伎楽来（泉丘）

堀　内　美　緒　１年 上　村　萌　果　２年 豊　田　一　葉　２年 鈴　木　うらら　２年
泉丘中（３勝０敗１位） 助川中（０勝３敗４位） 太田中（２勝１敗２位） 日高中（１勝２敗３位）
髙　橋　友　理　２年 益　子　望　愛　２年 櫻　井　友　菜　２年
中郷中（０勝２敗３位） 日高中（１勝１敗２位） 十王中（２勝０敗１位） 1 0

三　國　舞　桜　３年 楠　見　瑠　衣　１年 割ヶ谷　愛　莉　２年
日一附中（２勝０敗１位） 滑川中（０勝２敗２位） 豊浦中（１勝１敗２位）
室　谷　結　菜　２年 黒　澤　優　音　２年 内　田　彩　月　２年
松岡中（２勝０敗１位） 十王中（１勝１敗２位） 日一附中（０勝２敗３位）

小　針　夕　葵　２年 佐　藤　美　紗　３年 佐　藤　永　佳　１年 0 0

高萩中（２勝０敗１位） 日高中（１勝１敗２位） 華川中（０勝２敗３位） 0

齋　藤　かさね　３年 竹之内　美　羽　２年 緑　川　桜　子　２年 順位は得失ゲーム率による

日高中（１勝１敗１位） 豊浦中（１勝１敗２位） 多賀中（１勝１敗３位） 0

黒　沢　未　來　１年 斎　藤　真里子　２年 谷　田　優芽花　２年
瑞竜中（２勝０敗１位） 久慈中（１勝１敗２位） 滑川中（０勝２敗３位）
今　藤　若　菜　３年 會　澤　奏　美　２年 中　山　亜梨沙　２年
大久保中（２勝０敗１位） 滑川中（０勝２敗３位） 久慈中（１勝１敗２位）
文　元　楓　果　３年 古　山　果　歩　３年 小　貫　知　子　２年 0

日高中（１勝１敗２位） 台原中（２勝０敗１位） 豊浦中（０勝２敗３位）
和　田　梨　沙　２年 福　田　歩乃花　２年 若　濱　萌乃香　２年
十王中（２勝０敗１位） 太田中（０勝２敗３位） 日高中（１勝１敗２位） 2 0

馬　目　　空　　２年 佐　藤　美　有　２年 平　澤　沓　来　２年
多賀中（２勝０敗１位） 高萩中（１勝１敗２位） 中郷中（０勝２敗３位） 0

黒　羽　七　海　３年 大　宝　瑠　璃　２年 小　林　瑛香梨　２年
太田中（２勝０敗１位） 日一附中（１勝１敗２位） 滑川中（０勝２敗３位）
友　部　彩　乃　３年 越　川　優々歌　２年 鈴　木　桃　華　２年 1 0

日高中（２勝０敗１位） 高萩中（１勝１敗２位） 松岡中（０勝２敗３位） 0

草　野　心　音　２年 会　田　未　春　３年 西　山　千　聖　２年
助川中（１勝１敗２位） 滑川中（２勝０敗１位） 日高中（０勝２敗３位） 0

廣　島　も　え　２年 瀬　戸　ひなの　２年 　椿　　真　緒　２年
泉丘中（２勝０敗１位） 坂本中（０勝２敗３位） 十王中（１勝１敗２位）
大　山　あ　い　２年 鈴　木　暖乃花　２年 田　所　紫央里　２年 樫　村　　葵　　２年
中郷中（３勝０敗１位） 日高中（１勝２敗３位） 高萩中（２勝１敗２位） 太田中（０勝３敗４位）
岡　部　光　希　２年 大　屋　陽　菜　３年 金　井　心　結　２年 0

松岡中（１勝１敗２位） 滑川中（２勝０敗１位） 日一附中（０勝２敗３位）

山　崎　　奏　　２年 小　林　遥　香　２年 佐　川　穂　花　２年 2

多賀中（１勝１敗２位） 日高中（０勝２敗３位） 十王中（２勝０敗１位） 0

有　木　美　遥　３年 関　根　波　奈　１年 吉　田　桃　花　１年 1

滑川中（１勝１敗２位） 豊浦中（２勝０敗１位） 泉丘中（０勝２敗３位）
川　村　奈　々　３年 天　田　彩　音　２年 藤　田　ミナミ　２年
日高中（２勝０敗１位） 助川中（１勝１敗２位） 高萩中（０勝２敗３位） 1

中　郡　結　良　３年 鴨志田　心　奏　２年 木　村　喜来愛　２年 0

滑川中（２勝０敗１位） 久慈中（１勝１敗２位） 日高中（０勝２敗３位）
稲　葉　結衣子　３年 高　星　歩　実　２年 山　本　涼　葉　２年
日高中（２勝０敗１位） 太田中（１勝１敗２位） 滑川中（０勝２敗３位） 0

和　氣　令　奈　１年 鈴　木　柚　那　２年 岡　山　紫　音　２年
華川中（１勝０敗１位） 十王中（０勝１敗２位） 瑞竜中 2

鈴　木　花　歩　１年 島　﨑　　愛　　２年 鈴　木　七　海　１年
十王中（２勝０敗１位） 多賀中（１勝１敗２位） 中郷中（０勝２敗３位）
宮　本　雫莉彩　３年 深　谷　夏　音　２年 小　島　聖　羅　２年 0

日一附中（１勝０敗１位） 松岡中 日高中（０勝１敗２位）
鈴　木　奈々美　２年 鈴　木　里　菜　３年 渡　邊　帆乃佳　２年
坂本中 日高中 豊浦中 0 0

伊　藤　宵　花　２年 吉　成　紗　希　２年 奥　澤　小羽音　２年
高萩中（２勝０敗１位） 助川中（１勝１敗２位） 滑川中（０勝２敗３位） 1

猪　狩　友莉愛　２年 大　森　菜々美　３年 助　川　心　美　２年
太田中（１勝０敗１位） 滑川中 中郷中（０勝１敗２位） 2

小　林　玲　菜　２年 長　山　夏　帆　２年 加　古　真優奈　２年 0

高萩中（２勝０敗１位） 日一附中（０勝２敗３位） 日高中（１勝１敗２位） 2

小　室　友　佳　３年 山　中　有香里　２年 権　田　楽　夢　２年
日高中（２勝０敗１位） 多賀中（１勝１敗２位） 豊浦中（０勝２敗３位） 0

深　谷　　結　　３年 邑　上　未来乃　２年 大　森　璃緒菜　２年 村　田　奈　々　１年
台原中（２勝０敗１位） 久慈中（１勝１敗２位） 滑川中 十王中（０勝２敗３位）

堀　内　美　緒　１年
泉丘中（３勝０敗１位）
和　氣　令　奈　１年 2

華川中（１勝０敗１位） 試合時間　９：１０～１４：３０
※３位決定戦は行いません
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