
学年 種⽬ 総合優勝 優勝 準優勝
上⽥ ⻯也／福嶋 壮太 川端 直⼈／重松 隼⼈ 野⼝ 壮⼤／岩上 駿太⑤ 池澤 岳⼤／本⽥ 颯希 ⼤⼭ 孟之／神⾕ 輝 尾崎 拓海／渡辺 陽真 ⼩堀 錬／今井 淳貴 ⽥中 爽太／三好 遼⾺

所沢ジュニア チャレンジャー 出⽻バドミンタン 鳩ヶ⾕ウイングス アドバンス 蓮⽥サウス ⾏⽥バドミントン アドバンス
緑川 ⼤輝／近藤 将史 鈴⽊ 翔⾺／松本 哲弥 鵜川 ⼤也／⽥⼝ 裕久 吾妻 健太郎／⼩林 ⼤空 浜松 ⼤河／佐藤 颯我④ 飯倉 健⼼／⽯井 優太 佐藤 修輔／嶋⽥ 匡明④ 町⽥ 笙太郎／関根 怜⾳

所沢ジュニア 鳩ヶ⾕ウイングス 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ チャレンジャー 志⽊ジュニア 鴻巣リトルスマッシュ 鳩ヶ⾕ウイングス 江⾯シルバー
川島 直也／⼭下 潤也 加藤 恵／福⽥ 祐弥③ 冨塚 慎之介／熊⽥ 圭修③ 坂⽥ 蓮／澤⽥ 涼介 ⼤熊 ⻘葉／河野 樹 松村 拓哉③／時⽥ 貴章③ ⼭本 ⼀輝③／⽜島 光稀 ⽯原 拓弥③／岩城 慎②

鳩ヶ⾕ウイングス 出⽻バドミンタン チャレンジャー 春⽇部⽩翔 蓮⽥サウス 蓮⽥サウス 所沢ジュニア 三郷ダックス
泉 桃花／星 南 佐藤 凪／⽥中 芽依 ⼭⽥ 千尋／阿相 茉⾐⑤ 永野 彩貴／熊⽥ 茉容 ⾼橋 彩夏／荒井 菜⽉⑤ ⼤⼭ 琴美／時⽥ 多⿇⾥ 荒川 美優／柴⽥ 葉⽣ ⼤貫 真⾥奈／⽵内 愛理

泉 桃花／星 南 本庄シャトルスター 鳩ヶ⾕ウイングス 志⽊ジュニア チャレンジャー アドバンス 蓮⽥サウス ⼤宮ウィナーズ ⽻⽣ジュニア
本庄シャトルスター ⼩⿊ 遥花／和⽥ あかり 醍醐 和佳／堀内 美鈴 ⾺場 汐⾥／藤野 南南 本⽥ 碧泉／⼭下 奈々 ⼤⽊ 美穂／福⽥ ⼼愛 ⻑⾕川 りおん／今井 菜摘 ⼩堀 真⼗⾐／市川 陽⾹ ⼭岸 優⽣／⼤野 彩希⑤

チャレンジャー 蓮⽥サウス 嵐⼭ジュニア 鳩ヶ⾕ウイングス 加須スターズ ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ ⾏⽥バドミントン ⼩川ドリーム
齋藤 夏／篠⼭ ⿇⾐ 榎本 紗貴／安楽 桃花 ⽥中 ⽉菜／⽮部 優愛 志和 さくら／⾅⽥ 葵 内⽥ 優莉⾹／清⽔ 稚⾹ ⽔村 清⾹／根岸 元海 新⽥ 桃⼦／⼩泉 理紗⼦ 佐々⽊ 萌／横⽥ 晴⾹

齋藤 夏／篠⼭ ⿇⾐ 鳩ヶ⾕ウイングス 所沢ジュニア 所沢ジュニア 志⽊ジュニア 嵐⼭ジュニア 上尾ジュニア 蓮⽥サウス 都幾川シャトルズ

鳩ヶ⾕ウイングス 本⽥ 悠理／⼭⽥ 楓 佐藤 灯／鈴⽊ 陽向④ ⾼橋 未⽻／⾼橋 未成② 對⾺ 結／⼩堀 ⻩⼋扇④ 太⽥ 優海／千葉 さやか 荒明 優那／千葉 綾乃④ 飯⽥ 陽花／清⽔ まりん 岡⽥ 知⼦／渡邉 梨花

チャレンジャー 鳩ヶ⾕ウイングス 所沢ジュニア ⾏⽥バドミントン 蓮⽥サウス 志⽊ジュニア 江⾯シルバー ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ

⼤澤 佳歩／⼿⼾ 愛理 中條 由菜／荘野 美鈴③ 沼⽥ 育⼦／原⽥ 佳歩 ⼩島 結⾐／⽵森 彩乃 加藤 響③／佐藤 くるみ③ 清⽔ 茉佑／⼤野 菜摘 菊池 美咲／⻫藤 彩⾳ ⼩森 有紗／佐々⽊ 花菜

⼤澤 佳歩／⼿⼾ 愛理 志⽊ジュニア チャレンジャー 出⽻バドミンタン Ｓ・Ｇ・Ａ 三郷ダックス 久喜ＡＢＣ ⾏⽥バドミントン 蓮⽥サウス
志⽊ジュニア ⼋⾓ 実侑／秋庭 美⽻ 福井 美空／⼩磯 維織③ 江⽥ 美吹／蓮⾒ 彩由⾥ ⽥中 寿奈③／⼭根 千遥③ 三好 野乃花／⾼橋 智穂 江⼝ 温々⾹／中村 莉彩 遠藤 愛③／近藤 泉実② ⾼⽊ 愛奈／早坂 晴佳

蓮⽥サウス 志⽊ジュニア ⽻⽣ジュニア 所沢ジュニア アドバンス 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ 都幾川シャトルズ

第２６回会⻑杯争奪ジュニアバドミントンダブルス⼤会

⽇程・会場 平成２４年１⽉２８⽇(⼟) 久喜市総合体育館第１・第２
平成２４年１⽉２９⽇(⽇) 久喜市総合体育館第１体育館

３位 ベスト８

男⼦の部

６年 ダブルス

５年 ダブルス

４年 ダブルス

⼥⼦の部 ５年 ダブルス

４年

６年 ダブルス

ダブルス


