
開 催 日 2014年11月24日(月)
会 場 秩父宮記念体育館

主 催
神奈川県高等学校文化連盟かるた専門部
神奈川県かるた協会

共 催 （一社）全日本かるた協会関東支部
後 援 （一社）全日本かるた協会

A 級 B1 級
優勝 鈴木　大成 神奈川県高文連(藤沢西) 優勝 藤間 華子 日本女子大学かるた会
2位 渡邊　有香 ひさかた会 2位 伊藤 富美子 さがみ野会
3位 山内　沙耶 藤沢かるた会 3位 河野 直美 神奈川県高文連(藤沢西)

3位 岩野 富美子 伊勢原みちのく会

B2 級 C1 級
優勝 山口 輝 法政大学かるた会 優勝 杉山 睦美 神奈川県高文連(平塚江南）
2位 武田 紫希帆 神奈川高文連(横浜平沼) 2位 平松 恵子 神奈川県高文連(日本女子大付属）
3位 来住 洋輔 ひさかた会 3位 石川 友里 伊勢原みちのく会
3位 福田 健児 慶應かるた会 3位 草場 千紘 慶応湘南藤沢かるた会

C2 級 C3 級
優勝 浅賀 麻由佳 神奈川県高文連(日本女子大付属） 優勝 木村 真子 神奈川県高文連(日本女子大付属）
2位 平田 朝日 海老名しらさぎ会 2位 大和田 悠乃 神奈川県高文連(横浜平沼)
3位 谷口 凪 座間市鶴の会 3位 澤田 媛 神奈川県高文連(横浜平沼)
3位 山本 麻衣 ひさかた会 3位 佐々木 柚奈 神奈川県高文連(西湘高校)

C4 級 D1 級
優勝 石津 彩花 ひさかた会 優勝 平野 紗希 神奈川県高文連(横浜平沼）
2位 竹本 良嬉 神奈川県高文連(平塚江南） 2位 栗本 珠恵 神奈川県高文連(横浜立野）
3位 山入端 玲 慶応湘南藤沢かるた会 3位 浦邊 智子 藤沢かるた会
3位 矢島 沙良 神奈川県高文連(神奈川総合) 3位 今橋 若菜 南多摩かるた会

D2 級 D3 級
優勝 田中 永都 神奈川県高文連(日本女子大付属） 優勝 佐久間 一輝 横浜隼会
2位 三田 京香 國學院大學かるた会 2位 尾崎 実乃里 神奈川県高文連(秦野）
3位 松尾 綾乃 神奈川県高文連(藤沢西) 3位 山下 直美 さがみ野会
3位 廣瀬 克 神奈川県高文連(藤沢西) 3位 石飛 武 神奈川県高文連(西湘高校)

D4 級 E1 級
優勝 加藤 祐樹 國學院大學かるた会 優勝 河野 愛菜 藤沢かるた会
2位 道正 咲子 横浜隼会 2位 佐伯 玲香 横浜隼会
3位 照井 花菜子 神奈川県高文連(日本女子大付属） 3位 尾谷 綾音 相模原中等教育学校
3位 若松 理香子 東京都高文連(桜蔭) 3位 鈴木 萌々子 藤沢かるた会

E2 級 E3 級
優勝 柴田 悠寿 小田原かささぎ会 優勝 杉山 晴香 横浜隼会
2位 北川 リサ 中央大学附属横浜中学校 2位 尾崎 哲大 慶応湘南藤沢かるた会
3位 小園 春菜 神奈川県高文連(大和東高校) 3位 大倉 奨平 國學院大學かるた会
3位 日向野 由理 神奈川県高文連(横浜平沼） 3位 鶴巻 澪 さがみ野会

E4 級 F1 級
優勝 倉上 葵 神奈川県高文連(横浜平沼） 優勝 守谷 元瑛 神奈川県高文連(聖光学院）
2位 大友 香奈 神奈川県高文連(横浜桜陽） 2位 福田 優海 神奈川県高文連(麻生）
3位 土屋 朱里 藤沢かるた会 3位 榊原 優大 さわや会
3位 相原 知佳 藤沢かるた会 3位 岡田 理沙 東京都高文連(桜蔭)

F2 級 F3 級
優勝 村本 雅哉 神奈川県高文連(聖光学院） 優勝 豊田 凌也 神奈川県高文連(聖光学院）
2位 加藤 紗瑛 東山田中学校百人一首部 2位 高橋 万智 東山田中学校百人一首部
3位 多田 光里 ひさかた会 3位 藤田 瑠々花 伊勢原みちのく会
3位 吉田 小桃 小田原かささぎ会 3位 岡村 武憲 神奈川県高文連(氷取沢）

F4 級 G1 級
優勝 下屋敷 美紀 さがみ野会 優勝 前田 美月 横浜隼会
2位 渡辺 勝哉 神奈川県高文連(氷取沢） 2位 上野 裕子 神奈川かるた会
3位 宮越 玲奈 南多摩かるた会 3位 川瀬 雄也 藤沢かるた会
3位 松下 萌々夏 さがみ野会 3位 北條 美羽 桐蔭学園

G2 級 G3 級
優勝 松川 紅美 神奈川かるた会 優勝 渡辺 紬希 神奈川かるた会
2位 松本 るい 神奈川県高文連(神奈川総合) 2位 細谷 南咲 ひさかた会
3位 岡村 美羽 横浜隼会 3位 岡島 有里 桐蔭学園
3位 大石 桜 藤沢かるた会 3位 神 千春 小田原かささぎ会

G4 級
優勝 加藤 春菜 神奈川かるた会
2位 相川 奈苗 神奈川県高文連(麻生）
3位 高山 梓 さがみ野会
3位 木下 美緒 藤沢かるた会

『第17回神奈川県かるた選手権大会』 結果報告

　上記の大会を開催致しましたところ、お忙しい中にも関わらず遠路各地より多数のご参加を頂き盛会裡に終了できました。
　本大会に際しまして各位より過分なるご厚志を賜りました事、厚く御礼申し上げます。

　下記の通り本大会の結果を御報告申し上げます。
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