
大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属
6MD 1 窪田 一仁 くぼた　かずと 蓮田サウス
6MD 2 渡辺 陽真 わたなべ　ようま 蓮田サウス
6MD 3 荒川 真輝 あらかわ　まさき 本庄シャトルスター
6MD 4 伊藤 秀郷 いとう　ひでさと 本庄シャトルスター
6MD 5 本田 颯希 ほんだ　そうき 鳩ヶ谷ウイングス
6MD 6 佐藤 修輔 さとう　しゅうすけ 鳩ヶ谷ウイングス
6MD 7 矢島 颯 やじま　はやて 川口朝日バドミントン
6MD 8 山本 壮太 やまもと　そうた 川口朝日バドミントン
6MD 9 石井 康太 いしい　こうた 上尾ジュニア
6MD 10 関野 大斗 せきの　ひろと 上尾ジュニア
6MD 11 上田 竜也 うえだ　りゅうや 所沢ジュニア
6MD 12 福嶋 壮太 ふくしま　そうた 所沢ジュニア
6MD 13 今井 淳貴 いまい　あつき 行田バドミントン
6MD 14 中井 佑 なかい　ゆう 行田バドミントン
6MD 15 大久保 秀一 おおくぼ　しゅういち 久喜ＡＢＣ
6MD 16 首藤 謙太 すどう　けんた 久喜ＡＢＣ
6MD 17 仲北 就 なかきた　しゅう 羽生ジュニア
6MD 18 蓮見 隼人 はすみ　はやと 羽生ジュニア
6MD 19 渡辺 響 わたなべ　ひびき ビッキーズ
6MD 20 篠田 昂冶 しのだ　たかや ビッキーズ
6MD 21 新井 蒼平 あらい　そうへい チャレンジャー
6MD 22 吉田 敦彦 よしだ　あつひこ チャレンジャー
6MD 23 石原 悠太 いしはら　ゆうた 熊谷ジュニアスマッシュ
6MD 24 稲垣 拓海 いながき　たくみ 熊谷ジュニアスマッシュ
6MD 25 田中 爽太 たなか　そうた アドバンス
6MD 26 三好 遼馬 みよし　りょうま アドバンス
6MD 27 大山 孟之 おおやま　たけゆき アドバンス
6MD 28 神谷 輝 かみや　ひかる アドバンス
6MD 29 新井 宥太朗 あらい　ゆうたろう アップルズ
6MD 30 佐藤 翔太 さとう　しょうた アップルズ
6MD 31 内田 彪 うちだ　ひょう アップルズ
6MD 32 内山 稜 うちやま　りょう アップルズ



大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属

5MD 1 鈴木 翔馬 すずき　しょうま 鳩ヶ谷ウイングス
5MD 2 松本 哲弥 まつもと　てつや 鳩ヶ谷ウイングス
5MD 3 鵜川 大也 うかわ　だいや 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
5MD 4 田口 裕久 たぐち　ひろひさ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
5MD 5 福田 佑樹 ふくだ　ゆうき 太田ホワイト
5MD 6 田中 勇輝 たなか　ゆうき 太田ホワイト
5MD 7 小山 優 おやま　ゆう 太田ホワイト
5MD 8 成田 悠登 なりた　ゆうと 太田ホワイト
5MD 9 近藤 隆也 こんどう　たかや 青葉ジュニア
5MD 10 冨永 拓摩 とみなが　たくま 青葉ジュニア
5MD 11 姉川 千聖 あねがわ　ちさと 庄和シャトルズ
5MD 12 平野 与史基 ひらの　よしき 庄和シャトルズ
5MD 13 池田 慎太郎 いけだ　しんたろう 庄和シャトルズ
5MD 14 関口 幸希 せきぐち　こうき 庄和シャトルズ
5MD 15 岩上 駿太 いわがみ　しゅんた 出羽バドミンタン
5MD 16 加藤 恵 かとう　めぐみ 出羽バドミンタン
5MD 17 浜松 大河 はままつ　たいが 志木ジュニア
5MD 18 佐藤 颯我 さとう　ふうが 志木ジュニア
5MD 19 関根 伶音 せきね　れおん 江面シルバー
5MD 20 稲木 亮 いなぎ　りょう 江面シルバー
5MD 21 中西 陸玖 なかにし　りく 幸手白翔
5MD 22 沼田 俊輔 ぬまた　しゅんすけ 幸手白翔
5MD 23 酒川 巧 さけかわ　たくみ ビッキーズ
5MD 24 那須 唯人 なす　ゆいと ビッキーズ
5MD 25 鈴木 健 すずき　たける ビッキーズ
5MD 26 松本 塁 まつもと　るい ビッキーズ



大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属
4MD 1 大熊 青葉 おおくま　あおば 蓮田サウス
4MD 2 河野 樹 こうの　いつき 蓮田サウス
4MD 3 松村 拓哉 まつむら　たくや 蓮田サウス
4MD 4 時田 貴章 ときた　たかあき 蓮田サウス
4MD 5 上野 凌大 うえの　りょうた 蓮田サウス
4MD 6 浜田 隼弥 はまだ　しゅんや 蓮田サウス
4MD 7 嶋田 匡明 しまだ　まさあき 鳩ヶ谷ウイングス
4MD 8 鈴木 悠太 すずき　ゆうた 鳩ヶ谷ウイングス
4MD 9 中野 雄一郎 なかのゆういちろう 鳩ヶ谷ウイングス
4MD 10 藤田 直己 ふじた　なおき 鳩ヶ谷ウイングス
4MD 11 鈴木 竣也 すずき　しゅんや 上尾ジュニア
4MD 12 佐藤 駿 さとう　しゅん 上尾ジュニア
4MD 13 坂田 蓮 さかた　れん 春日部白翔
4MD 14 澤田 涼介 さわだ　りょうすけ 春日部白翔
4MD 15 廣井 梓成 ひろい　あずな 三郷ダックス
4MD 16 島根 潤 しまね　じゅん 三郷ダックス
4MD 17 中川 真豊 なかがわ　まこと ビッキーズ
4MD 18 渡辺 悟 わたなべ　さとる ビッキーズ
4MD 19 冨塚 慎之介 とみづか　しんのすけ チャレンジャー
4MD 20 熊田 圭修 くまだ　けいすけ チャレンジャー
4MD 21 三代 朋也 みしろ　ともや ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
4MD 22 坂田 来人 さかた　らいと ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ



大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属

6MS 1 菅野 洋人 すがの　ひろと Ｂ－フレンズ
6MS 2 尾﨑 拓海 おざき　たくみ 蓮田サウス
6MS 3 村山 瑠 むらやま　りょう 蓮田サウス
6MS 4 池澤 岳大 いけざわ　たけひろ 鳩ヶ谷ウイングス
6MS 5 山本 英太 やまもと　えいた 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6MS 6 藍葉 就也 あいば　しゅうや 大宮ウィナーズ
6MS 7 神長 敬祐 かみなが　けいすけ 上尾ジュニア
6MS 8 吉田 七星 よしだ　ななせ 上尾ジュニア
6MS 9 藤江 竜佑 ふじえ　りゅうすけ 庄和シャトルズ
6MS 10 笠原 創太 かさはら　そうた 小川ドリームジュニア
6MS 11 清水 哉太 しみず　かなた 小川ドリームジュニア
6MS 12 北原 泰希 きたはら　ひろき 小川ドリームジュニア
6MS 13 熊坂 颯 くまさか　はやて 小川ドリームジュニア
6MS 14 大西 紋生 おおにし　もんせい 春日部白翔
6MS 15 野口 壮大 のぐち　そうた 出羽バドミンタン
6MS 16 岩上 壮太 いわがみ　そうた 出羽バドミンタン
6MS 17 勝山 湧斗 かつやま　ゆうと 出羽バドミンタン
6MS 18 小堀 錬 こぼり　れん 行田バドミントン
6MS 19 出井 拓己 いでい　たくみ 幸手白翔
6MS 20 若松 哲兵 わかまつ　てっぺい 久喜ＡＢＣ
6MS 21 新井 将人 あらい　まさと 羽生ジュニア
6MS 22 塩野 圭吾 しおの　けいご 深谷ジュニア
6MS 23 新妻 哲太 にいづま　てった 深谷ジュニア
6MS 24 川端 直人 かわばた　なおと チャレンジャー
6MS 25 重松 隼人 しげまつ　はやと チャレンジャー
6MS 26 神永 尚輝 かみなが　なおき アドバンス
6MS 27 永井 俊輔 ながいしゅんすけ アドバンス



大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属

5MS 1 長谷部 凌 はせべ　りょう 蓮田サウス
5MS 2 市川 優希 いちかわ　ゆうき 嵐山ジュニア
5MS 3 大久保 暁史 おおくぼ　あきふみ 嵐山ジュニア
5MS 4 近藤 将史 こんどう　まさし 所沢ジュニア
5MS 5 室伏 紀弥 むろふし　のりや 三郷ダックス
5MS 6 町田 笙太郎 まちだ　しょうたろう 江面シルバー
5MS 7 青山 琉哉 あおやま　りゅうや 加須スターズ
5MS 8 石井 優太 いしい　ゆうた 鴻巣リトルスマッシュ
5MS 9 飯倉 健心 いいくら　けんしん 鴻巣リトルスマッシュ
5MS 10 吾妻 健太郎 あづま　けんたろう チャレンジャー
5MS 11 小林 大空 こばやし　おおぞら チャレンジャー
5MS 12 小林 竜大 こばやし　りゅうた イーストフレンド



大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属

4MS 1 山口 智寛 やまぐちともひろ Ｂ－フレンズ
4MS 2 中田 琉斗 なかた　りゅうと 嵐山ジュニア
4MS 3 山下 潤也 やました　じゅんや 鳩ヶ谷ウイングス
4MS 4 川島 直也 かわしま　なおや 鳩ヶ谷ウイングス
4MS 5 福岡 祐希 ふくおか　ゆうき 鳩ヶ谷ウイングス
4MS 6 内野 陽太 うちの　はるた 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4MS 7 山田 裕規 やまだ　ゆうき 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4MS 8 山本 英人 やまもと　ひでと 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4MS 9 五十嵐 瞭介 いがらし　りょうすけ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4MS 10 和田 竜 わだ　りゅう 大宮ウィナーズ
4MS 11 満尾 勇斗 みつお　ゆうと 大宮ウィナーズ
4MS 12 沢辺 みなと さわべ　みなと 太田ホワイト
4MS 13 髙橋 翔太 たかはし　しょうた 川口朝日バドミントン
4MS 14 冨永 尚杜 とみなが　なおと 青葉ジュニア
4MS 15 関口 空輝 せきぐち　ひろき 上尾ジュニア
4MS 16 本間 隆太郎 ほんま　りゅうたろう 庄和シャトルズ
4MS 17 後藤 サン ごとう　さん 所沢ジュニア
4MS 18 山本 一輝 やまもと　かずき 所沢ジュニア
4MS 19 鈴木 俊也 すずき　しゅんや 春日部白翔
4MS 20 大西 夏仁郎 おおにし　なつじろう 春日部白翔
4MS 21 福田 祐弥 ふくだ　ゆうや 出羽バドミンタン
4MS 22 入山 昇希 いりやま　しょうき 志木ジュニア
4MS 23 大澤 史和 おおさわ　ふみかず 志木ジュニア
4MS 24 星 雄人 ほし　ゆうと 志木ジュニア
4MS 25 星 大翔 ほし　ひろと 志木ジュニア
4MS 26 石原 拓弥 いしはら　たくや 三郷ダックス
4MS 27 岩城 慎 いわき　しん 三郷ダックス
4MS 28 今井 隆貴 いまい　りゅうき 行田バドミントン
4MS 29 栗原 弘考 くりはら　ひろたか 加須スターズ
4MS 30 田口 悠人 たぐち　ゆうと 羽生ジュニア
4MS 31 石井 健太 いしい　けんた 鴻巣リトルスマッシュ
4MS 32 金沢 優太 かなざわ　ゆうた チャレンジャー
4MS 33 平田 透和 ひらた　とわ チャレンジャー
4MS 34 熊木 倖也 くまき　ゆきや シャトラーズ
4MS 35 小林 卓馬 こばやし　たくま イーストフレンド
4MS 36 丸山 一穂 まるやま　かずほ アドバンス
4MS 37 佐藤 一真 さとう　かずま ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
4MS 38 八重樫 涼平 やえがし　りょうへい ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ



大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属
6WD 1 犬木 未来 いぬき　みく Ｂ－フレンズ
6WD 2 黒田 真夢 くろだ　まゆ Ｂ－フレンズ
6WD 3 山口 珠穂 やまぐち　みほ Ｂ－フレンズ
6WD 4 鷲尾 綾柚 わしお　あゆ Ｂ－フレンズ
6WD 5 大山 琴美 おおやま　ことみ 蓮田サウス
6WD 6 堀内 美鈴 ほりうち　みすず 蓮田サウス
6WD 7 藤野 南南 ふじの　なな 嵐山ジュニア
6WD 8 馬場 汐里 ばば　しおり 嵐山ジュニア
6WD 9 藤野 音音 ふじの　ねね 嵐山ジュニア
6WD 10 石橋 優衣 いしばし　ゆい 嵐山ジュニア
6WD 11 中田 珠里 なかた　じゅり 嵐山ジュニア
6WD 12 眞木 千怜 まき　ちさと 嵐山ジュニア
6WD 13 泉 桃花 いずみ　ももか 本庄シャトルスター
6WD 14 星 南 ほし　みなみ 本庄シャトルスター
6WD 15 塩原 咲良 しおばら　さくら 本庄シャトルスター
6WD 16 中野 あい なかの　あい 本庄シャトルスター
6WD 17 田中 芽依 たなか　めい 鳩ヶ谷ウイングス
6WD 18 佐藤 凪 さとう　なぎ 鳩ヶ谷ウイングス
6WD 19 本田 碧泉 ほんだ　あおい 鳩ヶ谷ウイングス
6WD 20 山下 奈々 やました　なな 鳩ヶ谷ウイングス
6WD 21 山口 芽依 やまぐち　めい 都幾川シャトルズ
6WD 22 菅原 瑛美 すがわら　えみ 都幾川シャトルズ
6WD 23 君島 未来 きみじま　みらい 都幾川シャトルズ
6WD 24 君島 未央 きみじま　みお 都幾川シャトルズ
6WD 25 田口 博菜 たぐち　ひろな 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6WD 26 栁沢 真美 やなぎさわ　まみ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6WD 27 藤岡 世奈 ふじおか　せな 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6WD 28 青木 杏香 あおき　きょうか 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6WD 29 柳沢 千穂 やなぎさわ　ちほ 大宮ウィナーズ
6WD 30 和田 茉央 わだ　まひろ 大宮ウィナーズ
6WD 31 中岡 美蘭乃 なかおか　みらの 大宮ウィナーズ
6WD 32 脇野 真佑 わきの　まゆ 大宮ウィナーズ
6WD 33 柚木 彩花 ゆぎ　あやか 太田ホワイト
6WD 34 小森谷 彩花 こもりや　あやか 太田ホワイト
6WD 35 冨永 侑奈 とみなが　ゆうな 青葉ジュニア
6WD 36 飯島 千尋 いいじま　ちひろ 青葉ジュニア
6WD 37 小崎 菜緒 おざき　なお 杉戸リーヴズ
6WD 38 渡辺 真由 わたなべ　まゆ 杉戸リーヴズ
6WD 39 吉田 沙織 よしだ　さおり 上尾ジュニア
6WD 40 石田 菜々美 いしだ　ななみ 上尾ジュニア
6WD 41 名倉 楓 なぐら　かえで 庄和シャトルズ
6WD 42 本間 しおり ほんま　しおり 庄和シャトルズ
6WD 43 吉田 美羽 よしだ　みう 庄和シャトルズ
6WD 44 堤 春花 つつみ　はるか 庄和シャトルズ
6WD 45 山岸 優生 やまぎし　ゆい 小川ドリームジュニア
6WD 46 大野 彩希 おおの　さき 小川ドリームジュニア
6WD 47 稲原 りん いなはら　りん 小川ドリームジュニア
6WD 48 山田 萌衣 やまだ　もえ 小川ドリームジュニア
6WD 49 笹田 美来 ささだ　みく 小川ドリームジュニア
6WD 50 五十嵐 夏実 いがらし　なつみ 小川ドリームジュニア
6WD 51 樺沢 瞳 かばさわ　ひとみ 小川ドリームジュニア
6WD 52 金子 千聖 かねこ　ちさと 小川ドリームジュニア
6WD 53 中村 美夕 なかむら　みゆ 所沢ジュニア
6WD 54 榎本 紗貴 えのもと　さき 所沢ジュニア
6WD 55 戸張 美鈴 とばり　みすず 所沢ジュニア
6WD 56 堀口 綾香 ほりぐち　あやか 所沢ジュニア
6WD 57 川田 雪乃 かわた　ゆきの 春日部白翔
6WD 58 川田 紗雪 かわた　さゆき 春日部白翔
6WD 59 坪倉 佳歩 つぼくら　かほ 出羽バドミンタン



大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属
6WD 60 沼田 若子 ぬまた　わかこ 出羽バドミンタン
6WD 61 千ヶ﨑 七海 ちがさき　ななみ 三郷ダックス
6WD 62 石原 怜奈 いしはら　れな 三郷ダックス
6WD 63 浦岡 美佳 うらおか　みか 三郷ダックス
6WD 64 千ヶ﨑 怜菜 ちがさき　れな 三郷ダックス
6WD 65 藤井 彩花 ふじい　あやか 行田バドミントン
6WD 66 松本 愛光 まつもと　あこ 行田バドミントン
6WD 67 小松 未奈 こまつ　みな 幸手白翔
6WD 68 田沼 未夢 たぬま　みゆ 幸手白翔
6WD 69 浅野 那月 あさの　なつき 幸手白翔
6WD 70 石塚 透奈 いしつか　ゆきな 幸手白翔
6WD 71 奥貫 加菜 おくぬき　かな 幸手白翔
6WD 72 新井 海夏 あらい　みなつ 幸手白翔
6WD 73 大萩 美穂 おおはぎ　みほ 幸手白翔
6WD 74 吉井 萌理 よしい　もえり 幸手白翔
6WD 75 西村 淳希 にしむら　あつき 久喜フレンズ
6WD 76 松本 若夏 まつもと　わかな 久喜フレンズ
6WD 77 大木 美穂 おおき　みほ 加須スターズ
6WD 78 福田 心愛 ふくだ　ここあ 加須スターズ
6WD 79 大貫 真里奈 おおぬき まりな 羽生ジュニア
6WD 80 竹内 愛理 たけうち　あいり 羽生ジュニア
6WD 81 飯塚 冴華 いいづか　さえか 羽生ジュニア
6WD 82 江田 舞羽 えだ　まいは 羽生ジュニア
6WD 83 涌井 美里 わくい　みさと 鴻巣リトルスマッシュ
6WD 84 新井 南央 あらい　なお 鴻巣リトルスマッシュ
6WD 85 東 和佳奈 あずま　わかな ビッキーズ
6WD 86 高原 怜那 たかはら　れな ビッキーズ
6WD 87 小黒 遥花 おぐろ　はるか チャレンジャー
6WD 88 和田 あかり わだ　　あかり チャレンジャー
6WD 89 永野 彩貴 ながの　さき チャレンジャー
6WD 90 熊田 茉容 くまだ　まひろ チャレンジャー
6WD 91 原口 颯希 はらぐち　さき アドバンス
6WD 92 林 那奈 はやし　なな アドバンス
6WD 93 吉田 千夏 よしだ　ちなつ アドバンス
6WD 94 合田 有希 あいだ　ゆき アドバンス
6WD 95 長谷川 りおん はせがわ　りおん ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
6WD 96 今井 菜摘 いまい　なつみ ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
6WD 97 長谷川 円香 はせがわ　まどか ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
6WD 98 関澤 優唯 せきざわ　ゆうゆ ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
6WD 99 日下部 未来 くさかべ　みく ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
6WD 100 高橋 明日香 たかはし　あすか ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
6WD 101 森井 晴加 もりい　はるか Ｓ・Ｇ・Ａ
6WD 102 鈴木 千尋 すずき　ちひろ Ｓ・Ｇ・Ａ
6WD 103 池田 実奈穂 いけだ　みなほ Ｓ・Ｇ・Ａ
6WD 104 武藤 帆南 むとう　ほなみ Ｓ・Ｇ・Ａ



大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属

5WD 1 小鷹 歩実 おだか　あゆみ Ｂ－フレンズ
5WD 2 原 結依奈 はら　ゆいな Ｂ－フレンズ
5WD 3 新田 桃子 にった　ももこ 蓮田サウス
5WD 4 太田 優海 おおた　うみ 蓮田サウス
5WD 5 千葉 さやか ちば　さやか 蓮田サウス
5WD 6 小泉 理紗子 こいずみ　りさこ 蓮田サウス
5WD 7 大熊 希 おおくま　のぞみ 蓮田サウス
5WD 8 浜田 侑佳 はまだ　ゆうか 蓮田サウス
5WD 9 高沢 由吏 たかざわ　ゆり 蓮田サウス
5WD 10 新田 莉子 にった　りこ 蓮田サウス
5WD 11 内田 優莉香 うちだ　ゆりか 嵐山ジュニア
5WD 12 清水 稚香 しみず　ちか 嵐山ジュニア
5WD 13 菊地 彩花 きくち　さやか 本庄シャトルスター
5WD 14 福島 彩夢 ふくしま　あやね 本庄シャトルスター
5WD 15 佐藤 灯 さとう　あかり 鳩ヶ谷ウイングス
5WD 16 鈴木 陽向 すずき　ひなた 鳩ヶ谷ウイングス
5WD 17 佐々木 萌 ささき　もえ 都幾川シャトルズ
5WD 18 横田 晴香 よこた　はるか 都幾川シャトルズ
5WD 19 長島 乃愛 ながしま　のあ 都幾川シャトルズ
5WD 20 岸 萌々子 きし　ももこ 都幾川シャトルズ
5WD 21 真橋 果帆 まばし　かほ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
5WD 22 五十嵐 みづき いがらし　みづき 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
5WD 23 沢辺 りう さわべ　りう 太田ホワイト
5WD 24 岡田 あすみ おかだ　あすみ 太田ホワイト
5WD 25 萩原 由佳 はぎはら　ゆか 川口朝日バドミントン
5WD 26 石井 未菜美 いしい　みなみ 川口朝日バドミントン
5WD 27 萱嶋 杏 かやじま　あん 青葉ジュニア
5WD 28 宇井 桃花 うい　ももか 青葉ジュニア
5WD 29 飯島 万椰 いいじま　まや 青葉ジュニア
5WD 30 渡辺 葉月 わたなべ　はづき 青葉ジュニア
5WD 31 折原 莉音 おりはら　りおん 杉戸リーヴズ
5WD 32 廣田 美潤 ひろた　みうる 杉戸リーヴズ
5WD 33 根岸 元海 ねぎし　もとみ 上尾ジュニア
5WD 34 水村 清香 みずむら　さやか 上尾ジュニア
5WD 35 荒谷 希穂 あらや　きほ 上尾ジュニア
5WD 36 荒谷 瑞穂 あらや　みずほ 上尾ジュニア
5WD 37 加藤木 遥 かとうぎ　はるか 上尾ジュニア
5WD 38 関口 胡桃 せきぐち　くるみ 上尾ジュニア
5WD 39 金澤 菜穂美 かなざわ　なおみ 上尾ジュニア
5WD 40 石井 朱里 いしい　あかり 上尾ジュニア
5WD 41 颯佐 真衣 さっさ　まい 庄和シャトルズ
5WD 42 岡 紅葉 おか　もみじ 庄和シャトルズ
5WD 43 筋野 ゆうき すじの　ゆうき 小川ドリームジュニア
5WD 44 福田 朋美 ふくだ　ともみ 小川ドリームジュニア
5WD 45 羽田野 結 はたの　ゆい 所沢ジュニア
5WD 46 安楽 桃花 あんらく　ももか 所沢ジュニア
5WD 47 島澤 朋花 しまざわ　ともか 所沢ジュニア
5WD 48 矢部 優愛 やべ　ゆうあ 所沢ジュニア
5WD 49 時田 真由 ときた　まゆ 所沢ジュニア
5WD 50 高橋 日和 たかはし　ひより 所沢ジュニア
5WD 51 志和 さくら しわ　さくら 志木ジュニア
5WD 52 臼田 葵 うすだ　あおい 志木ジュニア
5WD 53 對馬 結 つしま　ゆい 行田バドミントン
5WD 54 小堀 黄八扇 こぼり　こはぜ 行田バドミントン
5WD 55 清水 まりん しみず　まりん 江面シルバー
5WD 56 佐藤 稔里 さとう　みのり 江面シルバー
5WD 57 飯田 陽花 いいだ　はるか 江面シルバー
5WD 58 金子 佳澄 かねこ　かすみ 江面シルバー
5WD 59 吉澤 遥 よしざわ　はるか 江面シルバー



大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属

5WD 60 渡部 絵美子 わたべ　えみこ 江面シルバー
5WD 61 岡野 七海 おかの　ななみ 江面シルバー
5WD 62 山川 茜 やまかわ　あかね 江面シルバー
5WD 63 奥貫 奈緒 おくぬき　なお 幸手白翔
5WD 64 新井 海結 あらい　みゆう 幸手白翔
5WD 65 露木 希 つゆき　のぞみ 久喜フレンズ
5WD 66 大久保 志保 おおくぼ　しほ 久喜フレンズ
5WD 67 田中 柚衣 たなか　ゆい 久喜フレンズ
5WD 68 松原 海奈 まつばら　みいな 久喜フレンズ
5WD 69 福田 楓 ふくだ　かえで 久喜フレンズ
5WD 70 岡田 栞里 おかだ　しおり 久喜フレンズ
5WD 71 坂本 七海 さかもと　ななみ 加須スターズ
5WD 72 青木 香央里 あおき　かおり 加須スターズ
5WD 73 中村 綺花 なかむら　あやか アップルズ
5WD 74 曽田 美咲 そだ　みさき アップルズ
5WD 75 田辺 まなみ たなべ　まなみ アップルズ
5WD 76 佐伯 真実 さえき　まみ アップルズ
5WD 77 岡田 知子 おかだ　ともこ ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
5WD 78 渡邉 梨花 わたなべ　りか ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
5WD 79 石塚 亜由美 いしづか　あゆみ ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
5WD 80 武澤 沙里菜 たけざわ　さりな ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
5WD 81 仲田 有花 なかだ　ゆか Ｓ・Ｇ・Ａ
5WD 82 長谷川 実南 はせがわ　みなみ Ｓ・Ｇ・Ａ



大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属

4WD 1 岡田 花菜 おかだ　かな Ｂ－フレンズ
4WD 2 長谷川 椿 はせがわ　つばき Ｂ－フレンズ
4WD 3 八角 実侑 やすみ みゆｍｉみ 蓮田サウス
4WD 4 秋庭 美羽 あきば　みう 蓮田サウス
4WD 5 小森 有紗 こもり ありさ 蓮田サウス
4WD 6 佐々木 花菜 ささき　かな 蓮田サウス
4WD 7 上野 美里 うえの　みさと 蓮田サウス
4WD 8 小島 帆乃果 こじま　ほのか 蓮田サウス
4WD 9 八角 真帆 やすみ　まほ 蓮田サウス
4WD 10 秋庭 夢来 あきば　むく 蓮田サウス
4WD 11 中野 美月 なかの　みづき 本庄シャトルスター
4WD 12 大澤 芽生 おおさわ　めい 本庄シャトルスター
4WD 13 佐野 真奈花 さの　まなか 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4WD 14 正木 媛乃 まさき　ひめの 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4WD 15 古山 羽留 ふるやま　はる 庄和シャトルズ
4WD 16 橋本 佳奈 はしもと　かな 庄和シャトルズ
4WD 17 北川 流詩 きたがわ　るう 庄和シャトルズ
4WD 18 藤江 莉子 ふじえ　りこ 庄和シャトルズ
4WD 19 首藤 胡桃 しゅとう　くるみ 庄和シャトルズ
4WD 20 宝井 海夏 たからい　みなつ 庄和シャトルズ
4WD 21 上野 桃子 うえの　ももこ 小川ドリームジュニア
4WD 22 清水 玲菜 しみず　れな 小川ドリームジュニア
4WD 23 冠野 遼 かんの　はるか 所沢ジュニア
4WD 24 高橋 未成 たかはし　みな 所沢ジュニア
4WD 25 沼田 育子 ぬまた　いくこ 出羽バドミンタン
4WD 26 原田 佳歩 はらだ　かほ 出羽バドミンタン
4WD 27 大澤 佳歩 おおさわ　かほ 志木ジュニア
4WD 28 手戸 愛理 てと　あいり 志木ジュニア
4WD 29 加藤 響 かとう　ひびき 三郷ダックス
4WD 30 倉島 美咲 くらしま　みさき 三郷ダックス
4WD 31 岩城 風花 いわき　ふうか 三郷ダックス
4WD 32 佐藤 くるみ さとう　くるみ 三郷ダックス
4WD 33 斉藤 綾音 さいとう　あやね 行田バドミントン
4WD 34 菊地 美咲 きくち　みさき 行田バドミントン
4WD 35 都野 七愛 つの　ななえ 江面シルバー
4WD 36 青木 桃花 あおき　ももか 江面シルバー
4WD 37 熊谷 瞳 くまがい　ひとみ チャレンジャー
4WD 38 冨塚 真優子 とみづか　まゆこ チャレンジャー
4WD 39 大手 萌亜 おおて　もあ アップルズ
4WD 40 関根 琴絵 せきね　ことえ アップルズ
4WD 41 青木 結愛 あおき　ゆうあ アップルズ
4WD 42 鈴木 那奈 すずき　なな アップルズ
4WD 43 近藤 実輝 こんどう　みき ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
4WD 44 坂田 和来 さかた　わらう ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
4WD 45 遠藤 愛 えんどう　まな ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
4WD 46 近藤 泉実 こんどう　いずみ ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
4WD 47 竹森 彩乃 たけもり　あやの Ｓ・Ｇ・Ａ
4WD 48 加藤 未響 かとう　みき Ｓ・Ｇ・Ａ



大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属

6WS 1 熊倉 結奈 くまくら　ゆいな Ｂ－フレンズ
6WS 2 加賀﨑 陽香 かがさき　はるか Ｂ－フレンズ
6WS 3 醍醐 和佳 だいご　わか 蓮田サウス
6WS 4 時田 多麻里 ときた　たまり 蓮田サウス
6WS 5 金井 綾香 かない　あやか 嵐山ジュニア
6WS 6 柳 舞花 やなぎ　まいか 嵐山ジュニア
6WS 7 福岡 可菜 ふくおか　かな 鳩ヶ谷ウイングス
6WS 8 中村 真愛 なかむら　まい 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6WS 9 荒川 美優 あらかわ　みゆう 大宮ウィナーズ
6WS 10 内田 千尋 うちだ　ちひろ 大宮ウィナーズ
6WS 11 柴田 葉生 しばた　よう 大宮ウィナーズ
6WS 12 江口 晴香 えぐち　はるか 大宮ウィナーズ
6WS 13 松丸 由美花 まつまる　ゆみか 太田ホワイト
6WS 14 林 柚希 はやし　ゆずき 庄和シャトルズ
6WS 15 池田 亜沙美 いけだ　あさみ 所沢ジュニア
6WS 16 新井 優季帆 あらい　ゆきほ 所沢ジュニア
6WS 17 飯田 瑞季 いいだ　みずき 春日部白翔
6WS 18 桜井 彩貴 さくらい　さき 出羽バドミンタン
6WS 19 山田 千尋 やまだ　ちひろ 志木ジュニア
6WS 20 小堀 真十衣 こぼり　まとい 行田バドミントン
6WS 21 市川 陽香 いちかわ　はるか 行田バドミントン
6WS 22 原 綾音 はら　あやね 行田バドミントン
6WS 23 大鹿 菜摘 おおしか　なつみ 加須スターズ
6WS 24 合田 早希 ごうだ　さき 鴻巣リトルスマッシュ
6WS 25 秋山 紗希 あきやま　さき 深谷ジュニア
6WS 26 伊藤 沙羅 いとう　さら 深谷ジュニア
6WS 27 松木 七海 まつき　ななみ 深谷ジュニア
6WS 28 東 和佳奈 あずま　わかな ビッキーズ
6WS 29 高原 怜那 たかはら　れな ビッキーズ
6WS 30 佐々木 麻尋 ささき　まひろ 熊谷ジュニアスマッシュ
6WS 31 平田 夢香 ひらた　ゆめか シャトラーズ
6WS 32 神田 愛 かんだ　めぐみ シャトラーズ
6WS 33 高橋 彩夏 たかはし　あやか アドバンス
6WS 34 西村 咲希 にしむら　さき アドバンス
6WS 35 岡野 ひかり おかの　ひかり アドバンス
6WS 36 山本 友梨 やまもと　ゆり Ｓ・Ｇ・Ａ



大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属

5WS 1 鷲尾 有香里 わしお　あかり Ｂ－フレンズ
5WS 2 齋藤 夏 さいとう　なつ 鳩ヶ谷ウイングス
5WS 3 芝 涼香 しば　すずか 大宮ウィナーズ
5WS 4 高山 実緒 たかやま　みお 大宮ウィナーズ
5WS 5 満尾 理奈 みつお　りな 大宮ウィナーズ
5WS 6 堤 美咲 つつみ　みさき 太田ホワイト
5WS 7 高橋 未羽 たかはし　みう 所沢ジュニア
5WS 8 田中 月菜 たなか　るな 所沢ジュニア
5WS 9 阿相 茉衣 あそう　まい 志木ジュニア
5WS 10 荒明 優那 あらあけ　ゆうな 志木ジュニア
5WS 11 鳥山 佳乃 とりやま　かの 三郷ダックス
5WS 12 河野 祐里奈 かわの　ゆりな 三郷ダックス
5WS 13 藤井 乃絵留 ふじい　のえる 行田バドミントン
5WS 14 二平 菜々子 にひら　ななこ 行田バドミントン
5WS 15 河野 彩花 かわの　あやか 江面シルバー
5WS 16 斉藤 葵 さいとう　あおい 江面シルバー
5WS 17 河原 乃綾 かわはら　のあ 羽生ジュニア
5WS 18 本田 悠理 ほんだ　ゆうり チャレンジャー
5WS 19 山田 楓 やまだ　かえで チャレンジャー
5WS 20 木村 伊吹 きむら　いぶき チャレンジャー
5WS 21 上野 華歩 うえの　かほ 熊谷ジュニアスマッシュ
5WS 22 荒井 菜月 あらい　なつき アドバンス
5WS 23 飯塚 美波 いいづか　みなみ Ｓ・Ｇ・Ａ
5WS 24 長川 彩香 ながかわ  あやか 深谷ジュニア



大会参加者名簿
種目 № 名前 ふりがな 所属

4WS 1 熊倉 舞 くまくら　まい Ｂ－フレンズ
4WS 2 本田 胡桃 ほんだ　くるみ 鳩ヶ谷ウイングス
4WS 3 長澤 里菜 ながさわ　りな 鳩ヶ谷ウイングス
4WS 4 高木 愛奈 たかぎ　あいな 都幾川シャトルズ
4WS 5 中村 莉彩 なかむら　りさ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4WS 6 江口 温々香 えぐち　ののか 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4WS 7 中村 美紅 なかむら　みく 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4WS 8 柳沢 萌乃 やなぎさわ　もえの 大宮ウィナーズ
4WS 9 勅使河原 絢乃 てしがはら　あやの 大宮ウィナーズ
4WS 10 井田 綾香 いだ　あやか 大宮ウィナーズ
4WS 11 池田 真優 いけだ　まゆ 太田ホワイト
4WS 12 髙橋 彩花 たかはし　あやか 川口朝日バドミントン
4WS 13 筋野 そら すじの　そら 小川ドリームジュニア
4WS 14 田中 寿奈 たなか　ひさな 所沢ジュニア
4WS 15 山根 千遥 やまね　ちはる 所沢ジュニア
4WS 16 高嶋 華愛 たかしま　はなえ 所沢ジュニア
4WS 17 井上 花菜 いのうえ　はな 出羽バドミンタン
4WS 18 福井 美空 ふくい　みく 志木ジュニア
4WS 19 小磯 維織 こいそ　いおり 志木ジュニア
4WS 20 千葉 綾乃 ちば　あやの 志木ジュニア
4WS 21 村木 善知 むらき　うと 志木ジュニア
4WS 22 石川 穂乃香 いしかわ　ほのか 三郷ダックス
4WS 23 武井 ほのか たけい　ほのか 江面シルバー
4WS 24 工藤 日和 くどう　ひより 江面シルバー
4WS 25 清水 茉佑 しみず　まゆ 久喜ＡＢＣ
4WS 26 大野 菜摘 おおの　なつみ 久喜ＡＢＣ
4WS 27 岩崎 美樹 いわさき　みき 加須スターズ
4WS 28 増田 萌絵 ますだ　もえ 加須スターズ
4WS 29 蓮見 彩由里 はすみ　あゆり 羽生ジュニア
4WS 30 江田 美吹 えだ　みぶき 羽生ジュニア
4WS 31 飯倉 綾音 いいくら　あやね 鴻巣リトルスマッシュ
4WS 32 中條 由菜 なかじょう　ゆうな チャレンジャー
4WS 33 荘野 美鈴 そうの　みすず チャレンジャー
4WS 34 森田 結香 もりた　ゆか 熊谷ジュニアスマッシュ
4WS 35 栗原 美帆 くりはら　みほ 熊谷ジュニアスマッシュ
4WS 36 五十嵐 友香 いがらし　ゆか 熊谷ジュニアスマッシュ
4WS 37 高橋 智穂 たかはし　ちほ アドバンス
4WS 38 三好 野乃花 みよし　ののか アドバンス
4WS 39 喜入 彩夏 きいれ　あやか アドバンス
4WS 40 山中 彩矢 やまなか さや 深谷ジュニア
4WS 41 佐藤 美羽 さとう みう 深谷ジュニア


