
順　位 支　部　名 得　点 支部高点選手名 ふりがな 得　点

西山　　光 にしやま　ひかる 865

池田　駿真 いけだ　はゆま 865

竹島　愛理 たけしま　えり 860

松川　りか まつかわ　りか 885

名生　拓海 みお　たくみ 825

阿部七菜美 あべ　ななみ 790

岩手県 2,350 白勢　央樹 しらせ　ひろき 835

愛知県 2,200 鈴木　智貴 すずき　ともき 785

北海道 2,160 菅野　晴菜 かんの　はるな 860

栃木県 2,050 髙屋琴乃美 たかや　このみ 760

長野県 1,995 花岡　愛実 はなおか　まなみ　 810

富山県 1,930 井上　莉里 いのうえ　りり 725

新潟県 1,885 星名　　陸 ほしな　りく 665

千葉県 1,880 林　　紗羅 はやし　さら 660
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準優勝 宮城県 2,500

2014年７月30日（水）実施

会場：【東京ガーデンパレスホテル】

優　勝 三重県 2,590



順　位 支　部　名 得　点 支部高点選手名 ふりがな 得　点

上野実結華 うえの　みゆか 900

遠山　美幸 とおやま　みゆき 900

遠藤　俊希 えんどう　としき 900

杵川日向雅 きねかわ　ひゅうが 900

平澤　理輝 ひらさわ　としき 900

津谷美由紀 つや　みゆき 900

栃木県 2,490 見目奈美枝 けんもく　なみえ 840

東京都 2,455 栗原　亮介 くりはら　りょうすけ 890

北海道 2,410 岡嶋 　佑弥 おかじま　ゆうや 860

香川県 2,360 吉岡　沙耶 よしおか　さや 825

富山県 2,340 宮崎　翔平 みやざき　しょうへい 865

愛知県 2,330 山田　佳奈 やまだ　かな 850

兵庫県 2,315 島﨑　是人 しまざき　よしと 830

埼玉県 2,310 徳武　魁人 とくたけ　かいと 860
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準優勝 三重県 2,700

2014年７月30日（水）実施

会場：【東京ガーデンパレスホテル】

優　勝 宮城県 2,700



順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名 得　点

優　勝 012 松川　りか まつかわ　りか 小５ 宮城県 885

準優勝 060 西山　　光 にしやま　ひかる 小６ 三重県 865

058 池田　駿真 いけだ　はゆま 小５ 三重県 865

001 菅野　晴菜 かんの　はるな 小６ 北海道 860

059 竹島　愛理 たけしま　えり 小６ 三重県 860

068 中村　仁紀 なかむら　まさのり 小４ 兵庫県 855

005 白勢　央樹 しらせ　ひろき 小６ 岩手県 835

061 近藤伸乃介 こんどう　しんのすけ 小４ 三重県 830

009 名生　拓海 みお　たくみ 小６ 宮城県 825

032 花岡　愛実 はなおか　まなみ　 小６ 長野県 810

013 阿部七菜美 あべ　ななみ 小６ 宮城県 790

052 鈴木　智貴 すずき　ともき 小６ 愛知県 785

007 玉村　光希 たまむら　こうき 小４ 岩手県 770

002 荻野　真緒 おぎの　まお 小４ 北海道 770

018 髙屋琴乃美 たかや　このみ 小６ 栃木県 760

008 佐藤　秀次 さとう　しゅうじ 小６ 宮城県 755

051 中島申之亮 なかしま　しんのすけ 小５ 愛知県 750

006 佐藤　光人 さとう　みつひと 小５ 岩手県 745

014 宮本　夢与 みやもと　ゆめよ 小６ 宮城県 735

017 見目佳菜子 けんもく　かなこ 小６ 栃木県 725

040 井上　莉里 いのうえ　りり 小３ 富山県 725

080 安藤　優太 あんどう　ゆうた 小６ 香川県 695
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2014年７月30日（水）実施

会場：【東京ガーデンパレスホテル】
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順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名 得　点

優　勝 257 杵川日向雅 きねかわ　ひゅうが 中３ 三重県 900

準優勝 205 上野実結華 うえの　みゆか 中３ 宮城県 900

206 遠山　美幸 とおやま　みゆき 高１ 宮城県 900

210 遠藤　俊希 えんどう　としき 高２ 宮城県 900

260 平澤　理輝 ひらさわ　としき 一般 三重県 900

258 津谷美由紀 つや　みゆき 中２ 三重県 900

224 栗原　亮介 くりはら　りょうすけ 大２ 東京都 890

207 藤井　智貴 ふじい　ともたか 高１ 宮城県 885

208 遠山　　学 とおやま　まなぶ 高３ 宮城県 880

209 藤井　裕嗣 ふじい　ひろつぐ 中２ 宮城県 870

240 宮崎　翔平 みやざき　しょうへい 一般 富山県 865

201 岡嶋 　佑弥 おかじま　ゆうや 高１ 北海道 860

217 徳武　魁人 とくたけ　かいと 中３ 埼玉県 860

259 加藤　大暉 かとう　ひろき 中３ 三重県 860

226 梁田千鶴子 はりた　ちずこ 中２ 東京都 855

230 鶴田　侑万 つるた　ゆま 中２ 長野県 850

250 山田　佳奈 やまだ　かな 中１ 愛知県 850

212 見目奈美枝 けんもく　なみえ 中３ 栃木県 840

213 赤羽根美咲 あかばね　みさき 中３ 栃木県 835

267 島﨑　是人 しまざき　よしと 高１ 兵庫県 830

239 埴生　智洋 はにゅう　ともひろ 中３ 富山県 830

277 吉岡　沙耶 よしおか　さや 高１ 香川県 825
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2014年７月30日（水）実施

会場：【東京ガーデンパレスホテル】
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順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 001 菅野　晴菜 かんの　はるな 小６ 北海道

準優勝 005 白勢　央樹 しらせ　ひろき 小６ 岩手県
007 玉村　光希 たまむら　こうき 小４ 岩手県
008 佐藤　秀次 さとう　しゅうじ 小６ 宮城県
032 花岡　愛実 はなおか　まなみ　 小６ 長野県
033 大河内優希 おおこうち　ゆき 小５ 長野県
002 荻野　真緒 おぎの　まお 小４ 北海道
013 阿部七菜美 あべ　ななみ 小６ 宮城県
018 髙屋琴乃美 たかや　このみ 小６ 栃木県
020 五十嵐泰斗 いがらし　たいと 小５ 埼玉県
036 大越　愛未 おおこし　あいみ 小６ 新潟県
047 筒井　彩帆 つつい　あやほ 小６ 静岡県

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 208 遠山　　学 とおやま　まなぶ 高３ 宮城県
準優勝 257 杵川日向雅 きねかわ　ひゅうが 中３ 三重県

201 岡嶋 　佑弥 おかじま　ゆうや 高１ 北海道
202 浅野　志織 あさの　しおり 高１ 北海道
205 上野実結華 うえの　みゆか 中３ 宮城県
206 遠山　美幸 とおやま　みゆき 高１ 宮城県
230 鶴田　侑万 つるた　ゆま 中２ 長野県
260 平澤　理輝 ひらさわ　としき 一般 三重県
258 津谷美由紀 つや　みゆき 中２ 三重県
209 藤井　裕嗣 ふじい　ひろつぐ 中２ 宮城県
217 徳武　魁人 とくたけ　かいと 中３ 埼玉県
224 栗原　亮介 くりはら　りょうすけ 大２ 東京都
226 梁田千鶴子 はりた　ちずこ 中２ 東京都
228 東　賢司郎 あずま　けんしろう 中３ 神奈川県

第２部[中学生以上の部]

第
２
位
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位

第１部[小学生の部]
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2014年７月30日(水)実施 会場：東京ガーデンパレスホテル　



順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 001 菅野　晴菜 かんの　はるな 小６ 北海道

準優勝 040 井上　莉里 いのうえ　りり 小３ 富山県
005 白勢　央樹 しらせ　ひろき 小６ 岩手県
006 佐藤　光人 さとう　みつひと 小５ 岩手県
007 玉村　光希 たまむら　こうき 小４ 岩手県
012 松川　りか まつかわ　りか 小５ 宮城県
059 竹島　愛理 たけしま　えり 小６ 三重県
068 中村　仁紀 なかむら　まさのり 小４ 兵庫県
002 荻野　真緒 おぎの　まお 小４ 北海道
020 五十嵐泰斗 いがらし　たいと 小５ 埼玉県
033 大河内優希 おおこうち　ゆき 小５ 長野県
058 池田　駿真 いけだ　はゆま 小５ 三重県

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 207 藤井　智貴 ふじい　ともたか 高１ 宮城県
準優勝 257 杵川日向雅 きねかわ　ひゅうが 中３ 三重県

208 遠山　　学 とおやま　まなぶ 高３ 宮城県
201 岡嶋 　佑弥 おかじま　ゆうや 高１ 北海道
206 遠山　美幸 とおやま　みゆき 高１ 宮城県
209 藤井　裕嗣 ふじい　ひろつぐ 中２ 宮城県
210 遠藤　俊希 えんどう　としき 高２ 宮城県
267 島﨑　是人 しまざき　よしと 高１ 兵庫県
205 上野実結華 うえの　みゆか 中３ 宮城県
217 徳武　魁人 とくたけ　かいと 中３ 埼玉県
258 津谷美由紀 つや　みゆき 中２ 三重県
260 平澤　理輝 ひらさわ　としき 一般 三重県
268 河本　　力 かわもと　ちから 中１ 兵庫県

第２部[中学生以上の部]

第
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第１部[小学生の部]
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2014年７月30日(水)実施 会場：東京ガーデンパレスホテル　



順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 001 菅野　晴菜 かんの　はるな 小６ 北海道

準優勝 058 池田　駿真 いけだ　はゆま 小５ 三重県
018 髙屋琴乃美 たかや　このみ 小６ 栃木県
061 近藤伸乃介 こんどう　しんのすけ 小４ 三重県
068 中村　仁紀 なかむら　まさのり 小４ 兵庫県
077 出口　桜子 でぐち　さくらこ 小５ 山口県
051 中島申之亮 なかしま　しんのすけ 小５ 愛知県
060 西山　　光 にしやま　ひかる 小６ 三重県
080 安藤　優太 あんどう　ゆうた 小６ 香川県
008 佐藤　秀次 さとう　しゅうじ 小６ 宮城県
059 竹島　愛理 たけしま　えり 小６ 三重県
007 玉村　光希 たまむら　こうき 小４ 岩手県
017 見目佳菜子 けんもく　かなこ 小６ 栃木県

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 208 遠山　　学 とおやま　まなぶ 高３ 宮城県
準優勝 257 杵川日向雅 きねかわ　ひゅうが 中３ 三重県

201 岡嶋 　佑弥 おかじま　ゆうや 高１ 北海道
258 津谷美由紀 つや　みゆき 中２ 三重県
260 平澤　理輝 ひらさわ　としき 一般 三重県
267 島﨑　是人 しまざき　よしと 高１ 兵庫県
239 埴生　智洋 はにゅう　ともひろ 中３ 富山県
206 遠山　美幸 とおやま　みゆき 高１ 宮城県
207 藤井　智貴 ふじい　ともたか 高１ 宮城県
270 奥原　智史 おくはら　さとし 高１ 島根県
209 藤井　裕嗣 ふじい　ひろつぐ 中２ 宮城県
230 鶴田　侑万 つるた　ゆま 中２ 長野県

#N/A #N/A #N/A #N/A

第２部[中学生以上の部]
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第１部[小学生の部]
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会場：東京ガーデンパレスホテル　2014年７月30日(水)実施
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