
種　　　目 総合優勝 優　勝 準優勝

後藤 達人 光部  颯 時澤 駕早 諸遊  樹 杉浦 亘希 安藤 光希 新居田悠人 山下 優羽

後藤 達人 齊藤 聖矢 太田唯一翔 根本 翔太 入江 涼太 野村虎之介 本柳  律 安田 天斗 榎本 晃太

齊藤 聖矢 上　里 川口戸塚 さいたま本太 蓮田黒浜 志木第二 吉　川 志木第二 朝霞第三

黒羽 歩夢 景方  仁 柴田 樹 渋谷 英汰 川窪 一慶 島貫  吏 金  子棟 舟山 慶斗

上　里 林  大智 中澤 遼樹 忍田凛太朗 佐藤 大起 藤原 陽斗 新津  善 西山 桂史 一宮 愛叶

上里/熊谷大原 志木第二 北本東 さいたま原山 上尾大谷 北本東 幸手西 加須昭和

手塚陽菜乃 榎本 涼楓 島田 花音 坂﨑帆乃果 柳原 里緒 小島 羽奏 髙山 祐希 佐藤 空菜

櫻井 梨香 山本 理紗 高橋 夢和 鏑木 美凪 新村 郷子 高畠 凛桜 渡邉 心葵 白石 愛結 角谷 亜友里

古賀 海来 埼玉栄 蓮田南 さいたま日進 埼玉栄 草　加 さいたま指扇 朝霞第一 北本東

櫻井 梨香 澤登 葵生 加賀谷凪紗 小野 佳凛 矢島 未結 岡島 小遥 坂上 真菜 根岸 優衣

埼玉栄 古賀 海来 白鳥 玲菜 竹澤  凜 伊東 眞央 澤田 千鶴 千田 美尋 橋本 純怜 山本 妃莉

埼玉栄 蓮田南 蓮田南 埼玉栄 志木第二 北本東 さいたま春里 東松山南

太田  響 椎名 洸介 藤井優之介 石川  朔 橋本 賢輝 田中 舜己 渡辺 崇太 小倉  希

太田  響 田村 優太 伊藤 一星 髙橋 星那 高橋 辰弥 荻原 駿斗 新垣 琉生 田口諒之介 落合 朔空

田村 優太 蓮田南 春日部武里 さいたま日進 八潮大原 春日部武里 新　座 さいたま三室 加須東

五十田敦晴 土屋 七琉 小島 洸翔 山口 雄也 大金 暁孟 木下 星楽 相川 武蔵 中村 隼也

蓮田南 和川 竜也 八木澤秀樹 浅野 海斗 永沢 祥吾 岩波 直希 佐無田陽人 小林 拓実 辻  直浩

埼玉栄 久喜鷲宮東 蓮田南 春日部武里 草　加 さいたま日進 上　里 さいたま岸

榎本 紗楓 大野 稟絢 松崎 玲奈 小海 陽菜
小野寺 彩

羽
中川 結羽 内野 結葵 相川 和葉

榎本 紗楓 八嶋 未來 高田 湖都 沼田 妹子 石井 愛莉 村山 沙羅 平野  心 中山 瑛子 佐藤菜々実

八嶋 未來 蓮田南 春日部武里 春日部武里 埼玉栄 草加谷塚 さいたま日進 久喜鷲宮東 上里/東松山東

鈴木 日埜 阿部 果凛 橋村 妃翔 石川紗也加 永峯  凛 竹内 希空 山田希乃夏 浅野 未来

蓮田南 高田 沙都 小野里美那 河村 実里 黒沢 紗希 山下 由奈 小林 綾音 松木 陽葵 海津 希颯

春日部武里 埼玉栄 埼玉栄 さいたま日進 さいたま春野 越谷栄進 草　加 蓮田南

令和４年１月４日(火)・５日(水)・６(木)・８日(土)・１０日（月）
毎日興業アリーナ久喜・蓮田パルシー

北本市体育センター
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第４１回　会長杯争奪中学生バドミントンダブルス大会
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