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期 日：
会 場：

試 合 成 績 表

学 年 種 目 総合優勝 優 勝 準 優 勝

塩田 敦 川端 祥 和田 征大 内田 健太 丹野 啓之 大場 智樹 小堀 輝也利 今枝 大智

チャレンジャー チャレンジャー チャレンジャー 所沢ジュニア 所沢ジュニア 春日部白翔 行田バド チャレンジャー

曽根 悠己 森川 真諭 高中 星那 高﨑 嶺 本田 悠茉 加藤 圭佑 醍醐 巧人 鈴木 朝陽

所沢ジュニア 出羽バドミンタン 春日部白翔 出羽バドミンタン 鳩ヶ谷ウイングス 上里ジュニア 蓮田サウス 春日部白翔

酒井 健登 島津 皓一 小高 一純 後藤 亮貴 加藤 匠 上田 翔大 横川 碩 六倉 快

チャレンジャー 出羽バドミンタン 本庄シャトルスター 鳩ヶ谷ウイングス 出羽バドミンタン 所沢ジュニア 鶴ヶ島エンジェルス 出羽バドミンタン

上田 竜也 池澤 岳大 緑川 大輝 川端 直人 尾崎 拓海 福嶋 壮太 蓮見 隼人 野口 壮太

所沢ジュニア 鳩ヶ谷ウイングス 所沢ジュニア チャレンジャー 蓮田サウス 所沢ジュニア 羽生ジュニア 岩田スクール

後藤 にこ 谷澤 美咲 長谷川 琴音 久喜 麻結 重松 紗代子 神崎 南 長嶺 仁美 増田 葵

所沢ジュニア 鳩ヶ谷ウイングス 蓮田サウス チャレンジャー チャレンジャー 志木ジュニア 出羽バドミンタン 嵐山ジュニア

宮浦 玲奈 嶺井 優希 中島 優香 太田 麗菜 石川 万歩 加藤 智香 佐藤 なのは 彌永 万緒里

春日部白翔 三郷ダックス 本庄シャトルスター 岩田スクール SHUTTLE ＫＩＤＳ 出羽バドミンタン チャレンジャー チャレンジャー

川島 里羅 栗原 美穂 粂谷 百香 岩上 明日香 小畑 菜々恵 桶田 彩乃 大滝 美幸 小澤 和美

出羽バドミンタン 鳩ヶ谷ウイングス 蓮田サウス 出羽バドミンタン 所沢ジュニア 蓮田サウス 大宮ウィナーズ 青葉ジュニア

尾崎 沙織 當山 朝子 鹿野 瑞季 和田 彩花 古閑 彩乃 藤原 朋望 川島 梨紗 秋山 真紀

蓮田サウス 蓮田サウス 出羽バドミンタン チャレンジャー 志木ジュニア 本庄シャトルスター 青葉ジュニア 春日部白翔

齋藤 栞 松本 莉奈 吾妻 咲弥 上村 琴音 日野 嘉与 牛川 結巳香 古閑 鈴香 丹野 千瑛

鳩ヶ谷ウイングス 鳩ヶ谷ウイングス チャレンジャー チャレンジャー 鶴ヶ島エンジェルス チャレンジャー 志木ジュニア 所沢ジュニア

久喜 梨香 川島 美南 安本 明日香 荒木 萌恵 小林 菜摘 高橋 綾子 小黒 裕花 西口 涼子

チャレンジャー 鳩ヶ谷ウイングス 出羽バドミンタン 春日部白翔 志木ジュニア 所沢ジュニア チャレンジャー 志木ジュニア

醍醐 和佳 桜井 彩貴 和田 あかり 齋藤 夏 本田 碧泉 小黒 遥花 坂本 千明 永野 彩貴

蓮田サウス 出羽バドミンタン イーストフレンド 鳩ヶ谷ウイングス 鳩ヶ谷ウイングス イーストフレンド 志木ジュニア シャトラーズ

川島里羅
出羽バドミンタン

齋藤 栞
鳩ヶ谷ウイングス

春日部白翔

５年 シングルス

女子の部

２年 シングルス

シングルス６年

シングルス４年

於久喜市第一体育館

３ 位 ベスト８

第２０回埼玉県会長杯争奪ジュニアバドミントンシングルス大会

平成２０年 ３月 ８日
久喜市第一体育館･久喜市第二体育館
平成２０年 ３月 ９日

２年 シングルス

男子の部

宮浦 玲奈

６年

５年

４年

シングルス

シングルス

シングルス


