
期  ⽇：
会  場：
期  ⽇：
会  場：

学 年 種 ⽬ 総合優勝 優  勝 準 優 勝

ダブルス 渡邉 航貴・福⽥ 冬弥 ⽜川 雄太・川端 直⼈ ⼾島 佑輔・池上 ⼀輝 中島 健吾・⾼橋 栄希 ⼤場 弘樹・梅埼 克彦 佐古 和樹・和泉 蔵⾺ 後藤 ぐん・島澤 幸太

出⽻バドミンタン チャレンジャー 都幾川シャトルズ 本庄シャトルスター 春⽇部⽩翔 出⽻バドミンタン 所沢ジュニア

ダブルス 上⽥ ⻯也・福嶋 壮太 尾﨑 拓海・窪⽥ ⼀仁 池澤 岳⼤・本⽥ 颯希 塩野 圭吾・新妻 哲太 服部 成吾・勝⼭ 湧⽃ ⼤久保 秀⼀・若松 哲兵 重松 隼⼈・新井 蒼平

所沢ジュニア 蓮⽥サウス 鳩ヶ⾕ウイングス 深⾕ジュニア 出⽻バドミンタン 久喜ＡＢＣ チャレンジャー

ダブルス 鈴⽊ 翔⾺・松本 哲弥 鵜川 ⼤也・内野 陽太 吾妻 健太郎・⼩林 ⼤空 ⼭下 潤也・川島 直也 松村 拓哉・時⽥ 貴章 佐藤⼀真・⼋重樫 涼平 ⼭⽥ 裕規・⼭本 英⼈ 岩上 駿太・加藤 恵

鳩ヶ⾕ウイングス 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ チャレンジャー 鳩ヶ⾕ウイングス 蓮⽥サウス ＳＨＵＴＴＬＥ  ＫＩＤＳ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 出⽻バドミンタン

池澤 みずほ・鈴⽊ 成美 吾妻 咲弥・佐藤 果実 ⻄村 ゆり⾹・有川 早友美 鈴⽊ 真綾・⼤澤 知果 深川 夏美・岡⽥ 典⼦ ⼩野 ⽇呂花・佐藤 初果 ⻫藤 麗海・蓮⾒ 沙耶加 有⼭ 聖華・塚原 鈴⾹

池澤 みずほ・鈴⽊ 成美 鳩ヶ⾕ウイングス チャレンジャー 出⽻バドミンタン 都幾川シャトルズ ＳＨＵＴＴＬＥ  ＫＩＤＳ 志⽊ジュニア 庄和シャトルズ ビッキーズ

鳩ヶ⾕ウイングス 川島 美南・齋藤 夏 古閑 鈴⾹・⾚崎 七菜 有川 友理奈・桜井 彩貴 平⽥ 若菜・⾦⽥  恵 ⼭本 綾⾹・⽥中 ⽉菜 ⽯川 有紀・松丸 由美花 岡本 悠莉⼦・河原 伶奈 鶴⽥ 明⽇美・鵜川 ⿇⾐

鳩ヶ⾕ウイングス 志⽊ジュニア 出⽻バドミンタン 蓮⽥サウス 所沢ジュニア 太⽥ホワイト ⽻⽣ジュニア 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ

和⽥ あかり・⼩⿊ 遥花 ⽥中 芽依・佐藤 凪 森井 晴加・鈴⽊ 千尋 ⼭岸 優⽣・⼤野 彩希 ⼤⼭ 琴美・堀内 美鈴 ⼭本 友梨・⾚池 ⾥加⼦ ⼤貫 真⾥奈・⽵内 愛理 ⼭⼝ 芽依・君島 未央

和⽥ あかり・⼩⿊ 遥花 チャレンジャー 鳩ヶ⾕ウイングス ＳＧＡ ⼩川ドリーム 蓮⽥サウス ＳＧＡ ⽻⽣ジュニア 都幾川シャトルズ

チャレンジャー 泉 桃花・星 南 本⽥ 碧泉・⼭下 奈々 醍醐 和佳・岩原 綾⾹ 池⽥ 亜紗美・中村 美⼣ ⼤⽊ 美穂・福⽥ ⼼愛 永野 彩貴・熊⽥ 茉容 ⽝⽊ 未来・熊倉 結奈 藤野 南南・⾺場 汐⾥

本庄シャトルスター 鳩ヶ⾕ウイングス 蓮⽥サウス 所沢ジュニア 加須スターズ チャレンジャー Ｂ－フレンズジュニア 嵐⼭ジュニア

髙橋 未⽻・榎本 紗貴 佐藤 灯・鈴⽊ 陽向 阿相 茉⾐・福井 美空 ⼋⾓ 実侑・秋庭 美⽻ 對⾺ 結・⼩堀 ⻩⼋扇 島澤 朋花・⽮部 優愛 佐々⽊ 萌・横⽥ 晴⾹ ⼭⽥ 楓・細井 真瑠奈

髙橋 未⽻・榎本 紗貴 所沢ジュニア 鳩ヶ⾕ウイングス 志⽊ジュニア 蓮⽥サウス ⾏⽥バドミントン 所沢ジュニア 都幾川シャトルズ チャレンジャー

所沢ジュニア 志和 さくら・⼤澤 佳歩 新⽥ 桃⼦・太⽥ 優海 岡⽥ 知⼦・渡邉 梨花 ⽻⽥野 結・安楽 桃花 ⾼⼭ 実緒・柳沢 萌乃 ⽔村 清⾹・根岸 元海 横内 美海・⽥中 寿奈 ⿃⼭ 佳乃・千ヶ崎 怜菜

志⽊ジュニア 蓮⽥サウス ＳＨＵＴＴＬＥ  ＫＩＤＳ 所沢ジュニア ⼤宮ウィナーズ 上尾ジュニア 所沢ジュニア 三郷ダックス

４年
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４年 ダブルス

ダブルス

ダブルス
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久喜市第⼀体育館

３ 位 ベスト８

試  合  成  績  表

平成23年 1⽉29⽇（⼟）
久喜市第⼀体育館・第⼆体育館
平成23年 1⽉30⽇（⽇）

第25回会⻑杯争奪ジュニアバドミントンダブルス⼤会


