
 
 

第12回全国小学生ABCバドミントン大会埼玉県予選会

平成２３年６月２６日 久喜総合体育館

Ａ男子シングルス
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川端 直人 （チャレンジャー）1

石井 優太⑤ （鴻巣リトルスマッシュ）2

佐藤 修輔⑤ （鳩ヶ谷ウイングス）3

上杉 竜市⑤ （春日部白翔）4

窪田 一仁 （蓮田サウスシャトラーズ）5

鈴木 翔馬⑤ （鳩ヶ谷ウイングス）6

鵜川 大也⑤ （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）7

室伏 紀弥⑤ （三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ）8

小 堀 錬 （行田バドミントンスポーツ少年団）9

新妻 哲太 （ＢＥＳＴ ＳＨＯＴ深谷ジュニアバドミントンクラブ）10

岩上 駿太⑤ （出羽バドミンタンジュニアクラブ）11

浜松 大河⑤ （志木ジュニアバドミントンクラブ）12

重松 隼人 （チャレンジャー）13

松本 哲弥⑤ （鳩ヶ谷ウイングス）14

大久保 秀一 （久喜ＡＢＣ）15

田口 裕久⑤ （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）16

上田 竜也 （所沢ジュニアバドミントンクラブ）17

福嶋 壮太 （所沢ジュニアバドミントンクラブ） 18

田中 爽太 （アドバンス） 19

勝山 湧斗 （出羽バドミンタンジュニアクラブ） 20

本田 颯希 （鳩ヶ谷ウイングス） 21

吾妻 健太郎 （チャレンジャー） 22

神長 敬祐 （上尾ジュニアバドミントンクラブ） 23

青山 琉哉⑤ （加須スターズ） 24

塩野 圭吾 （ＢＥＳＴ ＳＨＯＴ深谷ジュニアバドミントンクラブ） 25

尾﨑 拓海 （蓮田サウスシャトラーズ） 26

福田 佑樹⑤ （太田ホワイトシャトルズ） 27

出井 拓己 （幸手白翔スポーツ少年団） 28

近藤 将史⑤ （所沢ジュニアバドミントンクラブ） 29

山本 英太 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 30

小林 大空⑤ （チャレンジャー） 31

蓮見 隼人 （羽生ジュニアバドミントンクラブ） 32

近藤 隆也⑤ （青葉ジュニアバドミントン） 33

池澤 岳大 （鳩ヶ谷ウイングス） 34
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後藤 サン （所沢ジュニアバドミントンクラブ）1

星 雄人③ （志木ジュニアバドミントンクラブ）2

河野 樹 （蓮田サウスシャトラーズ）3

嶋田 匡明 （鳩ヶ谷ウイングス）4

冨塚 慎之介 （チャレンジャー）5

廣井 梓成 （三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ）6

中野 雄一郎 （鳩ヶ谷ウイングス）7

坂 田 蓮 （春日部白翔）8

川島 直也 （鳩ヶ谷ウイングス）9

関口 空輝 （上尾ジュニアバドミントンクラブ）10

八重樫 涼平③ （ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ）11

佐藤 颯我 （志木ジュニアバドミントンクラブ）12

冨永 拓摩 （青葉ジュニアバドミントン）13

山本 英人③ （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）14

澤田 涼介 （春日部白翔）15

福田 祐弥③ （出羽バドミンタンジュニアクラブ）16

鈴木 俊也③ （春日部白翔） 17

藤田 直己 （鳩ヶ谷ウイングス） 18

冨永 尚杜③ （青葉ジュニアバドミントン） 19

熊田 圭修③ （チャレンジャー） 20

大熊 青葉 （蓮田サウスシャトラーズ） 21

石井 健太 （鴻巣リトルスマッシュ） 22

入山 昇希③ （志木ジュニアバドミントンクラブ） 23

石原 拓弥③ （三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ） 24

山田 裕規 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 25

金沢 優太 （チャレンジャー） 26

山本 一輝③ （所沢ジュニアバドミントンクラブ） 27

佐藤 一真 （ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ） 28

加 藤 恵 （出羽バドミンタンジュニアクラブ） 29

栗原 弘考 （加須スターズ） 30

島根 潤③ （三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ） 31

山下 潤也 （鳩ヶ谷ウイングス） 32
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坪倉 太陽 （出羽バドミンタンジュニアクラブ）1

杉浦 希実 （本庄ジュニアバドミントンシャトルスター）2

福岡 祐希 （鳩ヶ谷ウイングス）3

平田 透和 （チャレンジャー）4

星 大 翔 （志木ジュニアバドミントンクラブ）5

岩 城 慎 （三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ）6

鈴木 悠太 （鳩ヶ谷ウイングス） 7

新井 大翔 （三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ） 8

五十嵐 瞭介 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 9

沢辺 みなと （太田ホワイトシャトルズ） 10

沼田 和真 （出羽バドミンタンジュニアクラブ） 11

大澤 史和 （志木ジュニアバドミントンクラブ） 12

Ｃ女子シングルス
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八角 真帆 （蓮田サウスシャトラーズ）1

沼田 智咲 （所沢ジュニアバドミントンクラブ）2

倉島 美咲 （三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ）3

村木 善知 （志木ジュニアバドミントンクラブ）4

佐野 真奈花 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）5

守山 愛琉 （出羽バドミンタンジュニアクラブ）6

中村 美紅 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 7

秋庭 夢来 （蓮田サウスシャトラーズ） 8

近藤 泉実 （ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ） 9

中村 恵梨奈 （鴻巣リトルスマッシュ） 10

七海 千紗 （出羽バドミンタンジュニアクラブ） 11

高橋 未成 （所沢ジュニアバドミントンクラブ） 12
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桜井 彩貴 （出羽バドミンタンジュニアクラブ）1

冨永 侑奈 （青葉ジュニアバドミントン）2

佐藤 灯⑤ （鳩ヶ谷ウイングス）3

志和 さくら⑤ （志木ジュニアバドミントンクラブ）4

中村 美夕 （所沢ジュニアバドミントンクラブ）5

齋藤 夏⑤ （鳩ヶ谷ウイングス）6

合田 早希 （鴻巣リトルスマッシュ）7

高橋 彩夏 （アドバンス）8

和田 あかり （チャレンジャー）9

小堀 真十衣 （行田バドミントンスポーツ少年団）10

鳥山 佳乃⑤ （三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ）11

本田 悠理⑤ （チャレンジャー）12

大木 美穂 （加須スターズ）13

田中 月菜⑤ （所沢ジュニアバドミントンクラブ）14

本田 碧泉 （鳩ヶ谷ウイングス）15

飯田 瑞季 （春日部白翔）16

内田 優莉香⑤ （嵐山ジュニア）17

榎本 紗貴⑤ （所沢ジュニアバドミントンクラブ）18

山田 千尋 （志木ジュニアバドミントンクラブ）19

小黒 遥花 （チャレンジャー） 20

岡田 知子⑤ （ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ） 21

福田 心愛 （加須スターズ） 22

松丸 由美花 （太田ホワイトシャトルズ） 23

熊倉 結奈 （Ｂフレンズ・Ｊｒ） 24

阿相 茉衣⑤ （志木ジュニアバドミントンクラブ） 25

大貫 真里奈 （羽生ジュニアバドミントンクラブ） 26

佐 藤 凪 （鳩ヶ谷ウイングス） 27

中村 真愛 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 28

池田 亜沙美 （所沢ジュニアバドミントンクラブ） 29

泉 桃 花 （本庄ジュニアバドミントンシャトルスター） 30

根岸 元海⑤ （上尾ジュニアバドミントンクラブ） 31

對馬 結⑤ （行田バドミントンスポーツ少年団） 32

高橋 未羽⑤ （所沢ジュニアバドミントンクラブ） 33

田中 芽依 （鳩ヶ谷ウイングス） 34

今井 菜摘 （ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ） 35

神 田 愛 （シャトラーズ） 36

長川 彩香⑤ （ＢＥＳＴ ＳＨＯＴ深谷ジュニアバドミントンクラブ） 37

醍醐 和佳 （蓮田サウスシャトラーズ） 38
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福井 美空 （志木ジュニアバドミントンクラブ）1

熊谷 瞳③ （チャレンジャー）2

遠藤 愛③ （ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ）3

中村 莉彩 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）4

大野 菜摘 （久喜ＡＢＣ）5

秋庭 美羽 （蓮田サウスシャトラーズ）6

山根 千遥③ （所沢ジュニアバドミントンクラブ）7

熊倉 舞 （Ｂフレンズ・Ｊｒ）8

山中 彩矢 （ＢＥＳＴ ＳＨＯＴ深谷ジュニアバドミントンクラブ）9

三好 野乃花 （アドバンス）10

蓮見 彩由里 （羽生ジュニアバドミントンクラブ）11

佐藤 くるみ③ （三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ）12

青木 香央里 （加須スターズ）13

原田 佳歩 （出羽バドミンタンジュニアクラブ）14

鈴木 陽向 （鳩ヶ谷ウイングス）15

大澤 佳歩 （志木ジュニアバドミントンクラブ） 16

岩崎 美樹 （加須スターズ） 17

沼田 育子 （出羽バドミンタンジュニアクラブ） 18

小堀 黄八扇 （行田バドミントンスポーツ少年団） 19

近藤 実輝 （ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ） 20

飯倉 綾音③ （鴻巣リトルスマッシュ） 21

田中 寿奈③ （所沢ジュニアバドミントンクラブ） 22

本田 胡桃③ （鳩ヶ谷ウイングス） 23

清水 茉佑 （久喜ＡＢＣ） 24

江口 温々香 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 25

中條 由菜 （チャレンジャー） 26

高橋 智穂 （アドバンス） 27

加藤 響③ （三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ） 28

八角 実侑 （蓮田サウスシャトラーズ） 29


