
山形県かるた協会
会長　小杉　貴子

　　　第１７回上杉杯争奪全国競技かるた大会　成績結果

　ここに大会結果を添付し報告いたします。なお、Ａ級・Ｅ級を除き
トーナメント表が変則なものになっていますが、会場の都合上同一回戦を
一度に行えなかった為であり、ここでの記載は原本通りとしています。

記

１　開催日　　　　　　　　　　平成２８年４月２３日（土）
２　開催場所　　　　　　　　　米沢市武道館
３　入賞者等

Ａ級 ４８名

順位 氏名 段位 会名

1 坪井 寛行 六段 東京大学かるた会

2 船引 智未 五段 早稲田大学かるた会

3 中川 綾哉 四段 東京大学かるた会

3 堀越 大貴 四段 法政大学かるた会

4 手塚 亮太 四段 筑波大学歌留多部

4 千葉 椎奈 四段 筑波大学歌留多部

4 佐藤 茜月 四段 青森県かるた協会

4 望月 仁弘 六段 慶應かるた会

Ｂ級 ６２名

順位 氏名 段位 会名

1 大塚 卓 弐段 三条九重会

2 三上 乃利子 青森県かるた協会

3 坂田 仁樹 弐段 東北大学かるた会

3 笹森 咲 三段 青森県かるた協会

4 岡安 璃世明 弐段 栃木県高文連

4 本間 広紀 弐段 酒田かるた会

4 田村 優樹 弐段
福島県かるた協会
（安積黎明高校）

4 水戸部 憲哉 弐段 東北大学かるた会



Ｃ－１級 ４１名

順位 氏名 段位 会名

1 古川 唯夏 初段
福島県かるた協会
（安積黎明高校）

2 福士 萌加 初段 青森県かるた協会

3 橋本 律子
埼玉県高文連
（春日部女子高校）

3 阿部 麻莉奈 初段
福島県かるた協会
（安積黎明高校）

4 橋本 優子 初段 東京明静会

4 本間 栞 初段
群馬県高文連
（高崎女子商業高）

4 阿部 春奈 初段 仙台鵲会

4 京田 拓也 初段 東北大学かるた会

Ｃ－２級 ４１名

順位 氏名 段位 会名

1 新谷 玲奈 初段 青森県かるた協会

2 菊地 信吾 初段
福島県かるた協会
（安積黎明高校）

3 吉田 奈央 初段 東北大学かるた会

3 齋藤 安優 初段 青森県かるた協会

4 西野 このみ 初段 宮城桜会

4 菊地 涼香 初段
水沢かるた協会
（一関第一高等学校）

4 奥住 啓介 初段 札幌競技かるた会

4 森川 みさと 初段 仙台鵲会

Ｄ－１級 ４４名

順位 氏名 段位 会名

1 高橋 美久 高崎かるた会

2 青木 奈緒 東北大学かるた会

3 坂本 和香 宮城学院中高かるた会

3 姜 昇日 東京東会

4 日原 広太郎 宮城桜会

4 下和田 奈央 筑波大学歌留多部

4 林 愛友
群馬県高文連
（高崎健康福祉大高崎商業

4 阿多 純夏 宇都宮かるた会



Ｄ－２級 ４４名

順位 氏名 段位 会名

1 佐藤 公亮 新潟春雨会

2 高橋 和輝 新潟春雨会

3 梨本 麻美 三条九重会

3 岩本 あかり 宮城学院中高かるた会

4 木暮 朱音
群馬県高文連
（高崎健康福祉大高崎商業

4 神山 颯平 宇都宮かるた会

4 菊池 祐実
栃木県高文連
（宇都宮中央女子高）

4 江守 徹 慶應かるた会

Ｅ級 ３２名

順位 氏名 段位 会名

1 矢尻 美咲
群馬県高文連
（高崎健康福祉大高崎商業

2 齋藤 美保 新田かるた会

3 齋藤 紗矢香 宮城桜会

3 岩城 宏之 酒田かるた会

4 吉田 美保
群馬県高文連
（高崎健康福祉大高崎商業

4 堀内 沙耶
群馬県高文連
（高崎健康福祉大高崎商業

4 阿部 咲月 酒田かるた会

4 佐々木 結友 仙台鵲会


