
種　目 優　勝 準優勝 参加数
６年男子複 うえだ　りゅうや ほんだ　そうき おおくぼ　しゅういち くぼた　かずと あらい　ゆうたろう たなか　そうた あらい　そうへい あらかわ　まさき 　１６

上田 竜也 本田 颯希 大久保 秀一 窪田 一仁 新井 宥太朗 田中 爽太 新井 蒼平 荒川 真輝
ふくしま　そうた さとう　しゅうすけ すどう　けんた わたなべ　ようま さとう　しょうた みよし　りょうま よしだ　あつひこ いとう　ひでさと
福嶋 壮太 佐藤 修輔 首藤 謙太 渡辺 陽真 佐藤 翔太 三好 遼馬 吉田 敦彦 伊藤 秀郷
(所沢ジュニア) (鳩ヶ谷ウイングス) (久喜ＡＢＣ) (蓮田サウス) (アップルズ) (アドバンス) (チャレンジャー) (本庄シャトルスター)

５年男子複 すずき　しょうま うかわ　だいや いわがみ　しゅんた はままつ　たいが こんどう　たかや なかにし　りく ふくだ　ゆうき さけかわ　たくみ 　１３
鈴木 翔馬 鵜川 大也 岩上 駿太 浜松 大河 近藤 隆也 中西 陸玖 福田 佑樹 酒川 巧
まつもと　てつや たぐち　ひろひさ かとう　めぐみ さとう　ふうが とみなが　たくま ぬまた　しゅんすけ たなか　ゆうき なす　ゆいと
松本 哲弥 田口 裕久 加藤 恵 佐藤 颯我 冨永 拓摩 沼田 俊輔 田中 勇輝 那須 唯人
(鳩ヶ谷ウイングス) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (出羽バドミンタン) (志木ジュニア) (青葉ジュニア) (幸手白翔) (太田ホワイト) (ビッキーズ)

４年以下男子複 まつむら　たくや とみづか　しんのすけ さかた　れん おおくま　あおば なかのゆういちろう しまだ　まさあき うえの　りょうた なかがわ　まこと 　１１
松村 拓哉 冨塚 慎之介 坂田 蓮 大熊 青葉 中野 雄一郎 嶋田 匡明 上野 凌大 中川 真豊
ときた　たかあき くまだ　けいすけ さわだ　りょうすけ こうの　いつき ふじた　なおき すずき　ゆうた はまだ　しゅんや わたなべ　さとる
時田 貴章 熊田 圭修 澤田 涼介 河野 樹 藤田 直己 鈴木 悠太 浜田 隼弥 渡辺 悟
(蓮田サウス) (チャレンジャー) (春日部白翔) (蓮田サウス) (鳩ヶ谷ウイングス) (鳩ヶ谷ウイングス) (蓮田サウス) (ビッキーズ)

６年男子単 かわばた　なおと いけざわ　たけひろ こぼり　れん しおの　けいご やまもと　えいた いでい　たくみ しげまつ　はやと おざき　たくみ 　２７
川端 直人 池澤 岳大 小堀 錬 塩野 圭吾 山本 英太 出井 拓己 重松 隼人 尾﨑 拓海
(チャレンジャー) (鳩ヶ谷ウイングス) (行田バドミントン) (深谷ジュニア) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (幸手白翔) (チャレンジャー) (蓮田サウス)

５年男子単 あづま　けんたろう こんどう　まさし まちだ　しょうたろう いしい　ゆうた あおやま　りゅうや いいくら　けんしん こばやし　おおぞら いちかわ　ゆうき 　１２
吾妻 健太郎 近藤 将史 町田 笙太郎 石井 優太 青山 琉哉 飯倉 健心 小林 大空 市川 優希
(チャレンジャー) (所沢ジュニア) (江面シルバー) (鴻巣リトルスマッシュ) (加須スターズ) (鴻巣リトルスマッシュ) (チャレンジャー) (嵐山ジュニア)

４年以下男子単 ごとう　さん やました　じゅんや かわしま　なおや うちの　はるた すずき　しゅんや ふくだ　ゆうや さとう　かずま いしはら　たくや 　３８
後藤 サン 山下 潤也 川島 直也 内野 陽太 鈴木 俊也 福田 祐弥 佐藤 一真 石原 拓弥
(所沢ジュニア) (鳩ヶ谷ウイングス) (鳩ヶ谷ウイングス) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (春日部白翔) (出羽バドミンタン) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (三郷ダックス)

６年女子複 たなか　めい おぐろ　はるか いずみ　ももか ほんだ　あおい なかむら　みゆ おおぬき まりな ながの　さき ふじの　なな 　５２
田中 芽依 小黒 遥花 泉 桃花 本田 碧泉 中村 美夕 大貫 真里奈 永野 彩貴 藤野 南南
さとう　なぎ わだ　　あかり ほし　みなみ やました　なな えのもと　さき たけうち　あいり くまだ　まひろ ばば　しおり
佐藤 凪 和田 あかり 星 南 山下 奈々 榎本 紗貴 竹内 愛理 熊田 茉容 馬場 汐里
(鳩ヶ谷ウイングス) (チャレンジャー) (本庄シャトルスター) (鳩ヶ谷ウイングス) (所沢ジュニア) (羽生ジュニア) (チャレンジャー) (嵐山ジュニア)

５年女子複 さとう　あかり にった　ももこ はたの　ゆい しわ　さくら さかもと　ななみ ねぎし　もとみ つしま　ゆい おかだ　ともこ 　４１
佐藤 灯 新田 桃子 羽田野 結 志和 さくら 坂本 七海 根岸 元海 對馬 結 岡田 知子
すずき　ひなた おおた　うみ あんらく　ももか うすだ　あおい あおき　かおり みずむら　さやか こぼり　こはぜ わたなべ　りか
鈴木 陽向 太田 優海 安楽 桃花 臼田 葵 青木 香央里 水村 清香 小堀 黄八扇 渡邉 梨花
(鳩ヶ谷ウイングス) (蓮田サウス) (所沢ジュニア) (志木ジュニア) (加須スターズ) (上尾ジュニア) (行田バドミントン) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ)

４年以下女子複 おおさわ　かほ やすみ みゆｍｉみ かんの　はるか かとう　ひびき こもり ありさ おおて　もあ ぬまた　いくこ こんどう　みき 　２４
大澤 佳歩 八角 実侑 冠野 遼 加藤 響 小森 有紗 大手 萌亜 沼田 育子 近藤 実輝
てと　あいり あきば　みう たかはし　みな くらしま　みさき ささき　かな せきね　ことえ はらだ　かほ さかた　わらう
手戸 愛理 秋庭 美羽 高橋 未成 倉島 美咲 佐々木 花菜 関根 琴絵 原田 佳歩 坂田 和来
(志木ジュニア) (蓮田サウス) (所沢ジュニア) (三郷ダックス) (蓮田サウス) (アップルズ) (出羽バドミンタン) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ)

６年女子単 さくらい　さき だいご　わか やまだ　ちひろ こぼり　まとい あらかわ　みゆう くまくら　ゆいな なかむら　まい いけだ　あさみ 　３６
桜井 彩貴 醍醐 和佳 山田 千尋 小堀 真十衣 荒川 美優 熊倉 結奈 中村 真愛 池田 亜沙美
(出羽バドミンタン) (蓮田サウス) (志木ジュニア) (行田バドミントン) (大宮ウィナーズ) (Ｂ－フレンズ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (所沢ジュニア)

５年女子単 さいとう　なつ たかはし　みう たなか　るな ほんだ　ゆうり あらい　なつき かわはら　のあ やまだ　かえで あそう　まい 　２４
齋藤 夏 高橋 未羽 田中 月菜 本田 悠理 荒井 菜月 河原 乃綾 山田 楓 阿相 茉衣
(鳩ヶ谷ウイングス) (所沢ジュニア) (所沢ジュニア) (チャレンジャー) (アドバンス) (羽生ジュニア) (チャレンジャー) (志木ジュニア)

４年以下女子単 ふくい　みく なかじょう　ゆうな くまくら　まい たなか　ひさな しみず　まゆ なかむら　りさ はすみ　あゆり えだ　みぶき 　４１
福井 美空 中條 由菜 熊倉 舞 田中 寿奈 清水 茉佑 中村 莉彩 蓮見 彩由里 江田 美吹
(志木ジュニア) (チャレンジャー) (Ｂ－フレンズ) (所沢ジュニア) (久喜ＡＢＣ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (羽生ジュニア) (羽生ジュニア)

三　位 五　位
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