
2020/10/31 神奈川県中学校囲碁連盟ネット大会　参加者名簿（1～15級）
10/28現在

参加者の皆様へ　金曜夕方までにパンダネットにログインをして、次の2点の確認をしてください。
①　級位が名簿通りであること。
②　今大会の対局ルームが表示されていること。
→1～15級の人は「神奈川県中学校囲碁連盟」対局ルームが表示されていること。
→BCクラスの人は「BCクラス神奈川県中学校囲碁連盟」対局ルームが表示されていること。

何か異常がありましたら、すぐにご連絡ください。kanagawajhsigo@gmail.com

1 磯﨑　裕 hamtkJ1801 1級 平塚市立浜岳中学校 中3

2 岩崎　遥 violin0308 1級 鎌倉市立深沢小学校(西鎌倉囲碁教室) 小6

3 岩村 翔太郎 fujimi1902 1級 川崎市立富士見中学校 中2

4 加藤　竜門 hamtkJ1901 1級 平塚市立浜岳中学校 中2

5 高橋　晄清 kou314 1級 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 中3

6 谷口　楓華 fujimj1901 1級 川崎市立富士見中学校 中2

7 栃原　悠介 hamtkJ1902 1級 平塚市立浜岳中学校 中2

8 村上 明日香 asu9 1級 鎌倉市立山崎小学校 小4

9 渡邊　晴祐 hamtkJ1802 1級 平塚市立浜岳中学校 中3

10 � 野　友也 hamtkJ1903 1級 平塚市立浜岳中学校 中2

11 石垣　杜有矢 toya211 2級 鎌倉市立西鎌倉小学校(西鎌倉囲碁教室) 小5

12 神野　航太郎 fujimi1903 2級 川崎市立富士見中学校 中2

13 廣野　小巻 comc 2級 鎌倉市立鎌倉第二小学校 小2

14 赤羽　慶児 hamtkJ1803 3級 平塚市立浜岳中学校 中3

15 小林　雷太 raitakoba 3級 慶應義塾幼稚舎(みすずが丘囲碁教室) 小3

16 松原　颯汰 kakiyaco 3級 横浜市立汐見台小学校 小3

17 小池田　謙将 koikeda 4級 横浜市立鉄小学校(みすずが丘囲碁教室) 小5

18 井上　誠心 naknsJ1801 4級 川崎市立中野島中学校 中3

19 ウェン　ゴクミン itu0919 5級 川崎市立東橘中学校 中3

20 齋藤　大地 naknsJ1802 5級 川崎市立中野島中学校 中3

21 南本　治輝 haruharu03 5級 川崎市立百合丘小学校 小3

22 宮﨑　太志 hamtkJ2001 5級 平塚市立浜岳中学校 中1

23 吉田　武蔵 naknsJ1804 5級 川崎市立中野島中学校 中3

24 � 田　輝 hamtkJ1804 5級 平塚市立浜岳中学校 中3

25 加我　颯太 higta1901 5級 川崎市立東橘中学校 中2

26 大門　春太郎 Shuntarou 5級 鎌倉市立手広中学校(西鎌倉囲碁教室) 中1

27 福井　蓬 fuku07 6級 森村学園中等部 中3

28 藪内 飛鳥 AsukaY 6級 横浜市立小雀小学校 小4

29 山本　淳太 morimJ1904 6級 森村学園中等部 中2

30 渡邊　陽大 akibaJ1905 6級 横浜市立秋葉中学校 中2

31 黒澤　有希也 kuro02 7級 森村学園中等部 中3

32 坂下　文惟 saka06 7級 森村学園中等部 中2

33 西澤　みのり sinmeJ1903 7級 平塚市立神明中学校 中2

34 田中　暖人 haruto1130 8級 西鎌倉小学校(西鎌倉囲碁教室) 小5

35 野口　恵麻 coolcute 9級 森村学園中等部 中2

36 沙魚川　竜聖 ryuryu412 9級 森村学園中等部 中2
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37 小柴　大夢 konanJ1801 10級 横浜市立港南中学校 中3
38 藪内 詩奈 Siina 10級 横浜市立小雀小学校 小6

39 熊澤　健介 ShimeJ1901 11級 平塚市立神明中学校 中2

40 郷司山　剛 sinmeJ1902 11級 平塚市立神明中学校 中2

41 藤田　大夢 masktJ1901 11級 川崎市立枡形中学校 中2

42 山本　健斗 naknsJ1901 11級 川崎市立中野島中学校 中2

43 吉川　大智 daichi4649 11級 平塚市立神明中学校 中2

44 貝畑　潮音 Kshion 12級 湘南学園小学校(西鎌倉囲碁教室) 小5

45 山邊　琥太郎 akibaJ1902 12級 横浜市立秋葉中学校 中2

46 呂　旻昊 fujimi1802 12級 川崎市立富士見中学校 中3

47 JEON　CHANYOUNG hamtkJ2002 13級 平塚市立浜岳中学校 中1

48 山﨑　総太 kndd1J1902 14級 横浜市立港南台第一中学校 中2

49 藤野　太晴 kndd1J1901 14級 横浜市立港南台第一中学校 中2

50 湯浅　駿 kndd1J1903 15級 横浜市立港南台第一中学校 中2

51 加藤　義紀 ky1019 15級 鎌倉市立西鎌倉小学校(西鎌倉囲碁教室) 小5

52 滝沢　爽真 naknsJ1803 15級 川崎市立中野島中学校 中3

53 坪江　秋亮 shushu2012 15級 横浜市立希望ヶ丘小学校(みすずが丘囲碁教室) 小2

54 中山　柊介 kndd1j1907 15級 横浜市立港南台第一中学校 中2

55 三浦　優依那 syuriE1901 15級 川崎市立南百合丘小学校 小2


