
第13回全国小学生ABCバドミントン大会埼玉県予選会選手名簿

種目/順 選手名 所属名 ふりがな
AW1 原田　佳歩 出羽バドミンタン はらだ　かほ
BW1 井上　花菜 出羽バドミンタン いのうえ　はな
BW2 守山　愛琉 出羽バドミンタン もりやま　あいる
CW1 白鳥　愛和 出羽バドミンタン しらとり　あいな
AM1 岩上　駿太 出羽バドミンタン いわがみ　しゅんた
AM2 加藤　恵 出羽バドミンタン かとう　めぐみ
BM1 福田　祐弥 出羽バドミンタン ふくだ　ゆうや
BM2 坪倉　太陽 出羽バドミンタン つぼくら　たいよう
AM1 真々田　敏史 GROWTH　FAMILY ままだ　としふみ
AW1 仲田　有花 ＳＧＡ なかだ　ゆうか
BW1 湊谷　帆香 ＳＧＡ みなとや　ほのか
BW2 野口　彩花 ＳＧＡ のぐち　あやか
CW1 小島　紗季 ＳＧＡ こじま　さき
CW2 渡邊　美結 ＳＧＡ わたなべ　みゆ
CW3 桶本　多恵 ＳＧＡ おけもと　たえ
BM1 八重樫　涼平 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ やえがし　りょうへい
BM2 坂田　来人 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ さかた　らいと
BM3 三代　朋也 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ みしろ　ともや
AW1 岡田　知子 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ おかだ　ともこ
BW1 遠藤　愛 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ えんどう　まな
BW2 近藤　泉実 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ こんどう　いずみ
AW1 藤井　乃絵留 Team　Power　Hitters　Max ふじい　のえる
AM1 飯倉　健心 アドバンス いいくら　けんしん
AM2 阿部　史哉 アドバンス あべ　ふみや
BM1 小貝　拓也 アドバンス おがい　たくや
AW1 荒井　菜月 アドバンス あらい　なつき
AW2 高橋　智穂 アドバンス たかはし　ちほ
AW3 三好　野乃花 アドバンス みよし　ののか
AW4 小貝　遥 アドバンス おがい　はるか
BW1 飯倉　綾音 アドバンス いいくら　あやね
BW2 原口　藍 アドバンス はらぐち　あい
CW1 熊谷　明日実 イーストフレンド くまがい　あすみ
CW2 小林　南緒 イーストフレンド こばやし　なお
AW1 飯田　海優 シャトラーズ いいだ　みゆ
AM1 吾妻　健太郎 チャレンジャー あづま　けんたろう
AM2 小林　大空 チャレンジャー こばやし　おおぞら
BM1 熊田　圭修 チャレンジャー くまだ　けいすけ
BM2 熊木　倖也 チャレンジャー くまき　ゆきや
BM3 平田　透和 チャレンジャー ひらた　とわ
BM4 小林　卓馬 チャレンジャー こばやし　たくま
AW1 本田　悠理 チャレンジャー ほんだ　ゆうり
AW2 山田　楓 チャレンジャー やまだ　かえで
AW3 中條　由菜 チャレンジャー なかじょう　ゆうな
BW1 関野　里真 チャレンジャー せきの　りま
BW2 荘野　美鈴 チャレンジャー そうの　みすず
AW4 細井　真瑠奈 チャレンジャー ほそい　まるな
BM1 田口　悠人 羽生ジュニア たぐち　ゆうと
AW1 河原　乃綾 羽生ジュニア かわはら　のあ
AM1 青山　琉哉 加須スターズ あおやま　りゅうや
AW1 青木　香央里 加須スターズ あおき　かおり
AM1 町田　笙太郎 久喜ABC まちだ　しょうたろう
AW1 清水　茉佑 久喜ABC しみず　まゆ
AM1 近藤　隆也 久喜ジュニア こんどう　たかや
BM1 松永　宏樹 久喜ジュニア まつなが　ひろき
BM2 冨永　尚杜 久喜ジュニア とみなが　なおと
BM3 近藤　友也 久喜ジュニア こんどう　ともや

1/3



第13回全国小学生ABCバドミントン大会埼玉県予選会選手名簿

種目/順 選手名 所属名 ふりがな
BM4 菅原　真俊 久喜ジュニア すがわら　まさとし
AW1 萱島　杏 久喜ジュニア かやじま　あん
BW1 斉藤　真央 久喜ジュニア さいとう　まお
AM1 中西　陸玖 幸手白翔 なかにし　りく
AM2 沼田　俊輔 幸手白翔 ぬまた　しゅんすけ
BM1 今井　隆貴 行田バドミントン いまい　りゅうき
BM2 三田　有生 行田バドミントン みた　あおい
AW1 對馬　結 行田バドミントン つしま　ゆい
AW2 熊倉　舞 行田バドミントン くまくら　まい
AW3 小堀　黄八扇 行田バドミントン こぼり　こはぜ
AM1 石井　優太 鴻巣リトルスマッシュ いしい　ゆうた
CW1 石井　萌衣 鴻巣リトルスマッシュ いしい　もえ
AM1 室伏　紀弥 三郷ダックス むろふし　のりや
BM1 岩城　慎 三郷ダックス いわき　しん
BM2 島根　潤 三郷ダックス しまね　じゅん
CM1 村本　拓海 三郷ダックス むらもと　たくみ
AW1 千ヶ﨑　怜菜 三郷ダックス ちがさき　れな
BW1 倉島　美咲 三郷ダックス くらしま　みさき
BW2 佐藤　くるみ 三郷ダックス さとう　くるみ
CW1 大熊　優香 三郷ダックス おおくま　ゆか
AM1 浜松　大河 志木ジュニア はままつ　たいが
BM2 大澤　史和 志木ジュニア おおさわ　ふみかず
BM3 星　雄人 志木ジュニア ほし　ゆうと
BM4 星　大翔 志木ジュニア ほし　ひろと
AW1 阿相　茉衣 志木ジュニア あそう　まい
AW2 大澤　佳歩 志木ジュニア おおさわ　かほ
AW3 志和　さくら 志木ジュニア しわ　さくら
AW4 臼田　葵 志木ジュニア うすだ　あおい
AW5 手戸　愛理 志木ジュニア てと　あいり
AW6 千葉　綾乃 志木ジュニア ちば　あやの
AW7 小笠原　史華 志木ジュニア おがさわら　ふみか
BW1 小磯　維織 志木ジュニア こいそ　いおり
BW2 村木　善知 志木ジュニア むらき　うと
CW1 小笠原　志歩 志木ジュニア おがさわら　しほ
AM1 坂田　蓮 春日部白翔 さかた　れん
AM2 澤田　涼介 春日部白翔 さわだ　りょうすけ
BM1 鈴木　俊也 春日部白翔 すずき　しゅんや
AM1 近藤　将史 所沢ジュニア こんどう　まさし
AM2 後藤　サン 所沢ジュニア ごとう　さん
BM1 山本　一輝 所沢ジュニア やまもと　かずき
AW1 高橋　未羽 所沢ジュニア たかはし　みう
AW2 田中　月菜 所沢ジュニア たなか　るな
AW3 榎本　紗貴 所沢ジュニア えのもと　さき
AW4 矢部　優愛 所沢ジュニア やべ　ゆうあ
BW1 田中　寿奈 所沢ジュニア たなか　ひさな
BW2 山根　千遥 所沢ジュニア やまね　ちはる
AW1 大野　彩希 小川ドリーム おおの　さき
BW1 山田　希歩 小川ドリーム やまだ　のあ
AM1 立石　陸斗 上里ジュニア たついし　りくと
BM1 郡　浩史 上里ジュニア こおり　こうし
BM2 郡　奏志 上里ジュニア こおり　そうし
AW1 黒川　綾乃 上里ジュニア くろかわ　あやの
AM1 秋山　太樹 大宮ウィナーズ あきやま　たいき
BM1 満尾　勇斗 大宮ウィナーズ みつお　ゆうと
CM1 稲川　陽大　 大宮ウィナーズ いながわ　はるひろ
AW1 芝　涼香 大宮ウィナーズ しば　すずか
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BW1 福田　笑花 大宮ウィナーズ ふくだ　えみか
BW2 清水　美海 大宮ウィナーズ しみず　みう
AM1 鵜川　大也 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ うかわ　だいや
AM2 田口　裕久 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ たぐち　ひろひさ
BM1 内野　陽太 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ うちの　はるた
BM2 山本　英人 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ やまもと　ひでと
BM3 五十嵐　瞭介 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ いがらし　りょうすけ
BM4 篠田　和大陽 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ しのだ　わたる
BM5 根本　陸 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ ねもと　りく
CM1 伊藤　康太朗 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ いとう　やすたろう
AW1 真橋　果帆 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ まばし　かほ
BW1 中村　美紅 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ なかむら　みく
BW2 佐野　真奈花 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ さの　まなか
CW1 山北　奈緒 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ やまきた　なお
CW2 森　陽菜 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ もり　はるな
AM1 鈴木　翔馬 鳩ケ谷ウイングス すずき　しょうま
AM2 山下　潤也 鳩ケ谷ウイングス やました　じゅんや
AM3 松本　哲弥 鳩ケ谷ウイングス まつもと　てつや
AM3 佐藤　修輔 鳩ケ谷ウイングス さとう　しゅうすけ
AM3 川島　直也 鳩ケ谷ウイングス かわしま　なおや
BM1 鈴木　悠太 鳩ケ谷ウイングス すずき　ゆうた
BM2 高橋　翔太 鳩ケ谷ウイングス たかはし　しょうた
BM3 福岡　祐希 鳩ケ谷ウイングス ふくおか　ゆうき
CM1 中野　柊太郎 鳩ケ谷ウイングス なかの　しゅうたろう
AW1 鈴木　陽向 鳩ケ谷ウイングス すずき　ひなた
AW2 佐藤　灯 鳩ケ谷ウイングス さとう　あかり
AW2 篠山　麻衣 鳩ケ谷ウイングス しのやま　まい
BW1 本田　胡桃 鳩ケ谷ウイングス ほんだ　くるみ
AM1 高岡　賢人 美杉台ダックス たかおか　けんと
AW1 吉田　真優 美杉台ダックス よしだ　まひろ
BW1 佐藤　しずく 美杉台ダックス さとう　しずく
BW2 林　　ナノ 美杉台ダックス はやし　なの
BM1 石川　聖幸 本庄ジュニア いしかわ　まさゆき
BM2 杉浦　希実 本庄ジュニア すぎうら　のぞみ
BM3 大出　健太 本庄ジュニア おおいで　けんた
AW1 菊地　彩花 本庄ジュニア きくち　さやか
AM1 市川　優希 嵐山ジュニア いちかわ　ゆうき
BM1 松村　拓哉 蓮田サウス まつむら　たくや
BM2 時田　貴章 蓮田サウス ときた　たかあき
AW1 新田　桃子 蓮田サウス にった　ももこ
AW2 八角　実侑 蓮田サウス やすみ　みゆ
AW2 秋庭　美羽 蓮田サウス あきば　みう
BW1 八角　真帆 蓮田サウス やすみ　まほ
BW2 秋庭　夢来 蓮田サウス あきば　むく
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