
第29回埼玉県小学生バドミントン大会(参加者名簿) 2012/8/1

種目 名前 ふりがな 所属
6MS 真々田 敏史 ままだ としふみ Ｇｒｏｗｔｈ Ｆａｍｉｌｙ
6MS 小  太 こばやし けんた Ｇｒｏｗｔｈ Ｆａｍｉｌｙ
6MS 田渕 裕大 たぶち ゆうた Ｇｒｏｗｔｈ Ｆａｍｉｌｙ
6WD 仲田 有花 なかだ ゆうか Ｓ・Ｇ・Ａ
6WD 飯塚 美波 いいづか みなみ Ｓ・Ｇ・Ａ
6WD 谷川 実南 はせがわ みなみ Ｓ・Ｇ・Ａ
6WD 寺島 れいな てらしま れいな Ｓ・Ｇ・Ａ
6WD 渡邊 千優 わたなべ ちひろ Ｓ・Ｇ・Ａ
6WD 浅野 揺紀 あさの みずき Ｓ・Ｇ・Ａ
6WD 山岡 紀香 やまおか のりか Ｓ・Ｇ・Ａ
6WD 加藤 未響 かとう みき Ｓ・Ｇ・Ａ
5WD 小島 結衣 こじま ゆい Ｓ・Ｇ・Ａ
5WD 竹森 彩乃 たけもり あやの Ｓ・Ｇ・Ａ
4WD 湊谷 帆香 みなとや ほのか Ｓ・Ｇ・Ａ
4WD 小池 愛子 こいけ あいこ Ｓ・Ｇ・Ａ
4WD 浅古 祐実 あさこ ゆみ Ｓ・Ｇ・Ａ
4WD 佐々木 日詩 ささき ひなた Ｓ・Ｇ・Ａ
4WS 海 沢 希 えびさわ たまき Ｓ・Ｇ・Ａ
4WS 野口 彩花 のぐち あやか Ｓ・Ｇ・Ａ
5MD 佐藤 一真 さとう かずま ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
5MD 八重樫 涼平 やえがし りょうへい ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
4MD 坂田 来人 さかた らいと ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
4MD 三代 朋也 みしろ ともや ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
6WD 岡田 知子 おかだ ともこ ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
6WD 渡  花 わたなべ りか ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
4WD 遠藤 愛 えんどう まな ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
4WD 近藤 泉実 こんどう いずみ ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
6WS 石塚 亜由美 いしづか あゆみ ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
6WS 武澤 沙 菜 たけざわ さりな ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
5WS 近藤 実輝 こんどう みき ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
5WS 坂田 和来 さかた わらう ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
6WS 藤井 乃絵 ふじい のえる Ｔｅａｍ Ｐｏｗｅｒ Ｈｉｔｔｅｒｓ Ｍａｘ
6WS 上野 華歩 うえの かほ Ｔｅａｍ Ｐｏｗｅｒ Ｈｉｔｔｅｒｓ Ｍａｘ
5WS 中村 佳乃 なかむら よしの Ｔｅａｍ Ｐｏｗｅｒ Ｈｉｔｔｅｒｓ Ｍａｘ
6MD 内山 うちやま りょう アップルズ
6MD 飯島 康生 いいじま こうせい アップルズ
4MS 佐伯 駿介 さえき しゅんすけ アップルズ
6WD 中村 綺花 なかむら あやか アップルズ
6WD 曽田 美咲 そだ みさき アップルズ
5WD 大手 萌亜 おおて もあ アップルズ
5WD 関根 琴絵 せきね ことえ アップルズ
5WD 木 那菜 すずき なな アップルズ
5WD 田 しばた るな アップルズ
4WD 須田 愛美 すだ まなみ アップルズ
4WD 染谷 寧々 そめや ねね アップルズ
4WS 木 愛 すずき なる アップルズ
6MS 飯倉 健心 いいくら けんしん アドバンス
5MS 阿部 史哉 あべ ふみや アドバンス
4MS 小貝 也 おがい たくや アドバンス
4MS  雄馬 はやし ゆうま アドバンス
6WD 小貝 遥 おがい はるか アドバンス
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6WD 松本 祐華 まつもと ゆか アドバンス
6WD 山内 結衣 やまうち ゆい アドバンス
6WD 渡邊 美穂 わたなべ みほ アドバンス
5WD 高橋 智穂 たかはし ちほ アドバンス
5WD 三好 野乃花 みよし ののか アドバンス
5WD 喜入 彩夏 きいれ あやか アドバンス
5WD 貞松 菜帆 さだまつ なほ アドバンス
4WD 飯倉 音 いいくら あやね アドバンス
4WD 中村 恵 菜 なかむら えりな アドバンス
4WD 木 すずき りん アドバンス
4WD 原口 はらぐち あい アドバンス
6WS 荒井 菜月 あらい なつき アドバンス
4WD 内田 莉 花 うちだ りりか イーストフレンド
4WD 内田 純美礼 うちだ すみれ イーストフレンド
4WD 熊谷 明日実 くまがい あすみ イーストフレンド
4WD 小  南緒 こばやし なお イーストフレンド
6WS 飯田 海優 いいだ みゆ シャトラーズ
6MD 小  大 こばやし りゅうた チャレンジャー
6MD 沢 優太 かなざわ ゆうた チャレンジャー
4MD 熊木 倖也 くまき ゆきや チャレンジャー
4MD 平田 透和 ひらた とわ チャレンジャー
6MS  健太 あづま けんたろう チャレンジャー
6MS 小  大空 こばやし おおぞら チャレンジャー
5MS 冨塚 慎之介 とみづか しんのすけ チャレンジャー
4MS 熊田 圭修 くまだ けいすけ チャレンジャー
4MS 小  馬 こばやし たくま チャレンジャー
6WD 細井 真 ほそい まるな チャレンジャー
6WD 木村 伊吹 きむら いぶき チャレンジャー
6WS 本田 悠 ほんだ ゆうり チャレンジャー
6WS 山田 楓 やまだ かえで チャレンジャー
5WS 中條 由菜 なかじょう ゆうな チャレンジャー
5WS 大澤 涼子 おおさわ りょうこ チャレンジャー
4WS 関野 真 せきの りま チャレンジャー
4WS 野 美 そうの みすず チャレンジャー
4WS 冨塚 真優子 とみづか まゆこ チャレンジャー
4WS 熊谷 瞳 くまがい ひとみ チャレンジャー
6MD 酒川 巧 さけかわ たくみ ビッキーズ
6MD 木 健 すずき たける ビッキーズ
6MD 那須 唯人 なす ゆいと ビッキーズ
6MD 松本 塁 まつもと るい ビッキーズ
5MD 杉浦 大樹 すぎうら だいき ビッキーズ
5MD 渡辺 悟 わたなべ さとる ビッキーズ
5MS 中川 真豊 なかがわ まこと ビッキーズ
5MS 生田目 尚明 なばため なおあき ビッキーズ
4MS 生田目 知樹 なばため ともき ビッキーズ
4WD  野乃花 かげ ののか ビッキーズ
4WD 木 すずき れな ビッキーズ
5WS 野中 星来 のなか せいら ビッキーズ
4WS 塚原 礼 つかはら れな ビッキーズ
4MS 田口 悠人 たぐち ゆうと 羽生ジュニア
5WD 蓮  彩由 はすみ あゆり 羽生ジュニア
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5WD 江田 美吹 えだ みぶき 羽生ジュニア
6WS 河原 乃 かわはら のあ 羽生ジュニア
6MS 山 哉 あおやま りゅうや 加須スターズ
5MS 原 くりはら ひろたか 加須スターズ
4MS 原 成 くりはら ひろなり 加須スターズ
6WD 坂本 七海 さかもと ななみ 加須スターズ
6WD 木 香央 あおき かおり 加須スターズ
5WS 岩﨑 美樹 いわさき みき 加須スターズ
5WS 増田 萌絵 ますだ もえ 加須スターズ
4WS 渡部 真琴 わたなべ まこと 加須スターズ
5MD 細井 響 ほそい ひびき 久喜ＡＢＣ
5MD 八嶋 央那 やしま れおな 久喜ＡＢＣ
5MD 大野 駿 おおの しゅん 久喜ＡＢＣ
5MD 渡辺 颯斗 わたなべ はやと 久喜ＡＢＣ
6MS 田 太 まちだ しょうたろう 久喜ＡＢＣ
5WD 大野 菜摘 おおの なつみ 久喜ＡＢＣ
5WD 武井 ほのか たけい ほのか 久喜ＡＢＣ
5WD 木 美咲 すずき みさき 久喜ＡＢＣ
5WD 松尾 まつお あいな 久喜ＡＢＣ
6WS 折原 莉音 おりはら りおん 久喜ＡＢＣ
5WS 清水 茉佑 しみず まゆ 久喜ＡＢＣ
4WS 元永 寧々 もとなが ねね 久喜ＡＢＣ
6MD 福田 佑樹 ふくだ ゆうき 久喜ジュニア
6MD 田中 勇輝 たなか ゆうき 久喜ジュニア
6MD 近藤 隆也 こんどう たかや 久喜ジュニア
6MD 冨永 とみなが たくま 久喜ジュニア
6MD 小山 優 おやま ゆう 久喜ジュニア
6MD 成田 悠登 なりた ゆうと 久喜ジュニア
5MD 藤岡 秀晶 ふじおか ひであき 久喜ジュニア
5MD 松永 宏樹 まつなが ひろき 久喜ジュニア
5MS 飯島 大介 いいじま だいすけ 久喜ジュニア
4MS 近藤 友也 こんどう ともや 久喜ジュニア
4MS 冨永 尚杜 とみなが なおと 久喜ジュニア
6WD 宇井 桃花 うい ももか 久喜ジュニア
6WD 飯島 万耶 いいじま まや 久喜ジュニア
6WD 菅原 真希 すがわら まき 久喜ジュニア
6WD 渡辺 月 わたなべ はづき 久喜ジュニア
6WD 阿部 真優 あべ まゆ 久喜ジュニア
6WD 堤 美咲 つつみ みさき 久喜ジュニア
6WD 沢辺 りう さわべ りう 久喜ジュニア
6WD 岡田 あすみ おかだ あすみ 久喜ジュニア
5WD 岡本 愛 おかもと あい 久喜ジュニア
5WD 小川 緒 おがわ いとは 久喜ジュニア
5WD 山口 帆乃香 やまぐち ほのか 久喜ジュニア
5WD 小河原 朋花 おがわら ほのか 久喜ジュニア
6WS 萱島 杏 かやじま あん 久喜ジュニア
6WS 松永 悠 まつなが はるか 久喜ジュニア
5WS 岡安 杏 おかやす あん 久喜ジュニア
4WS 藤 真央 さいとう まお 久喜ジュニア
4WS 池田 真優 いけだ まゆ 久喜ジュニア
6WD 木 希 つゆき のぞみ 久喜フレンズ
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6WD 大久保 志保 おおくぼ しほ 久喜フレンズ
6WD 田中 柚衣 たなか ゆい 久喜フレンズ
6WD 松原 海 まつばら みいな 久喜フレンズ
6WD 福田 楓 ふくだ かえで 久喜フレンズ
6WD 岡田 おかだ しおり 久喜フレンズ
6WD 田村 奏音 たむら かのん 久喜フレンズ
6WD  優衣 いがらし ゆい 久喜フレンズ
6MD 中  なかにし りく 幸手白翔
6MD 沼田 俊輔 ぬまた しゅんすけ 幸手白翔
6WD  緒 おくぬき なお 幸手白翔
6WD 新井 海結 あらい みゆう 幸手白翔
6MS 関根 音 せきね れおん 江面シルバー
4MS 子 汰 かねこ けいた 江面シルバー
6WD 子 佳 かねこ かすみ 江面シルバー
6WD 吉澤 遥 よしざわ はるか 江面シルバー
6WD 齊藤 葵 さいとう あおい 江面シルバー
6WD 山川 茜 やまかわ あかね 江面シルバー
5WD 佐藤 さとう みのり 江面シルバー
5WD 都野 七愛 つの ななえ 江面シルバー
5WD 木 桃花 あおき ももか 江面シルバー
5WD 工藤 日和 くどう ひより 江面シルバー
6WS 飯田 陽花 いいだ はるか 江面シルバー
6WS 清水 まりん しみず まりん 江面シルバー
6WS 河野 彩花 かわの あやか 江面シルバー
6WS 岡野 七海 おかの ななみ 江面シルバー
4WS 木 菜花 あおき さいか 江面シルバー
5MD 谷部 人 はせべ ひろと 田バドミントン
5MD 谷部 璃人 はせべ りひと 田バドミントン
4MS 今井 隆貴 いまい りゅうき 田バドミントン
4MS 三田 有生 みた あおい 田バドミントン
6WD 對馬 結 つしま ゆい 田バドミントン
6WD 小堀 八 こぼり こはぜ 田バドミントン
6WD 二平 菜々子 にひら ななこ 田バドミントン
6WD 吉野 実歩 よしの みほ 田バドミントン
5WD 藤 彩音 さいとう あやね 田バドミントン
5WD 菊池 美咲 きくち みさき 田バドミントン
5WS 熊倉 舞 くまくら まい 田バドミントン
6MD 田代 航大 たしろ こうだい 鴻巣リトルスマッシュ
6MD 田中 雄基 たなか ゆうき 鴻巣リトルスマッシュ
6MS 石井 優太 いしい ゆうた 鴻巣リトルスマッシュ
5MS 石井 健太 いしい けんた 鴻巣リトルスマッシュ
4MS 秋山 輔 たきやま りょうすけ 鴻巣リトルスマッシュ
6WD 杉浦 優羽 すぎうら ゆう 鴻巣リトルスマッシュ
6WD 片山 真弥 かたやま まや 鴻巣リトルスマッシュ
4WS 石井 萌衣 いしい もえ 鴻巣リトルスマッシュ
6MD 室伏 紀弥 むろふし のりや 三郷ダックス
6MD 清原 颯太 きよはら そうた 三郷ダックス
5MD 廣井 梓成 ひろい あずな 三郷ダックス
5MD 木村 彰悟 きむら しょうご 三郷ダックス
4MD 島根 潤 しまね じゅん 三郷ダックス
4MD 岩城 慎 いわき しん 三郷ダックス
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4MD 村本 海 むらもと たくみ 三郷ダックス
4MD 清原 慶矢 きよはら けいや 三郷ダックス
6WD 千ヶ﨑 菜 ちがさき れな 三郷ダックス
6WD 鳥山 佳乃 とりやま かの 三郷ダックス
4WD 佐藤 くるみ さとう くるみ 三郷ダックス
4WD 倉島 美咲 くらしま みさき 三郷ダックス
4WD 加藤 響 かとう ひびき 三郷ダックス
4WD 石川 穂乃香 いしかわ ほのか 三郷ダックス
4WD 大熊 優香 おおくま ゆか 三郷ダックス
4WD 廣田 恵 ひろた けい 三郷ダックス
5WS 岩城 風花 いわき ふうか 三郷ダックス
4MD 星 雄人 ほし ゆうと 志木ジュニア
4MD 大澤 史和 おおさわ ふみかず 志木ジュニア
6MS 浜松 大河 はままつ たいが 志木ジュニア
4MS 星 大翔 ほし ひろと 志木ジュニア
6WD 臼田 葵 うすだ あおい 志木ジュニア
6WD 志和 さくら しわ さくら 志木ジュニア
5WD 大澤 佳歩 おおさわ かほ 志木ジュニア
5WD 手  愛 てと あいり 志木ジュニア
4WD 小磯 維織 こいそ いおり 志木ジュニア
4WD 村木 善知 むらき うと 志木ジュニア
6WS 阿相 茉衣 あそう まい 志木ジュニア
5WS 福井 美空 ふくい みく 志木ジュニア
5WS 千  乃 ちば あやの 志木ジュニア
5WS 小 原 史華 おがさわら ふみか 志木ジュニア
4WS 矢嶋 幸 やじま ゆき 志木ジュニア
4WS 赤崎 愛 あかさき あい 志木ジュニア
4WS 小 原 志歩 おがさわら しほ 志木ジュニア
6MD 岩上 駿太 いわがみ しゅんた 出羽バドミンタン
6MD 加藤 恵 かとう めぐみ 出羽バドミンタン
4MD 坪倉 太陽 つぼくら たいよう 出羽バドミンタン
4MD 沼田 和真 ぬまた かずま 出羽バドミンタン
4MS 福田 祐弥 ふくだ ゆうや 出羽バドミンタン
5WD 沼田 育子 ぬまた いくこ 出羽バドミンタン
5WD 原田 佳歩 はらだ かほ 出羽バドミンタン
4WD 井上 花菜 いのうえ はな 出羽バドミンタン
4WD 山 愛 もりやま あいる 出羽バドミンタン
5MD 坂田 蓮 さかた れん 春日部白翔
5MD 澤田 涼介 さわだ りょうすけ 春日部白翔
6MS  健斗 くろせ たけと 春日部白翔
4MS 木 俊也 すずき しゅんや 春日部白翔
4MS 大  夏仁 おおにしなつじろう 春日部白翔
5WD 川田 紗雪 かわだ さゆき 春日部白翔
5WD 新井 遥菜 あらい はるな 春日部白翔
4WS  花 くろせ あやか 春日部白翔
5MD 牛島 光稀 うしじま こうき 所沢ジュニア
5MD 山本 一輝 やまもと かずき 所沢ジュニア
6MS 近藤 将史 こんどう まさし 所沢ジュニア
5MS 後藤 サン ごとう さん 所沢ジュニア
5MS 田嶋 たじま りき 所沢ジュニア
5MS 植田 莉央 うえだ りお 所沢ジュニア
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4MS 曽我 亜 そが あさと 所沢ジュニア
4MS 藤岡 勇矢 ふじおか ゆうや 所沢ジュニア
4MS 時田 直央 ときた なお 所沢ジュニア
6WD 榎本 紗貴 えのもと さき 所沢ジュニア
6WD 安楽 桃花 あんらく ももか 所沢ジュニア
6WD 羽田野 結 はたの ゆい 所沢ジュニア
6WD 高橋 日和 たかはし ひより 所沢ジュニア
6WD 矢部 優愛 やべ ゆうあ 所沢ジュニア
6WD 島澤 朋花 しまざわ ともか 所沢ジュニア
6WD 時田 真由 ときた まゆ 所沢ジュニア
6WD 冠野 遥 かんの はるか 所沢ジュニア
4WD 村澤 生 むらさわ なつき 所沢ジュニア
4WD 村 紗 子 とむら さよこ 所沢ジュニア
4WD 堀信 采矢乃 ほりのぶ さやの 所沢ジュニア
4WD 中根 明日香 なかね あすか 所沢ジュニア
6WS 高橋 未羽 たかはし みう 所沢ジュニア
6WS 田中 月菜 たなか るな 所沢ジュニア
6WS 曽我 歩加 そが あゆか 所沢ジュニア
4WS 田中 たなか ひさな 所沢ジュニア
4WS 山根 千遥 やまね ちはる 所沢ジュニア
4WS 高橋 未成 たかはし みな 所沢ジュニア
4WS 沼田 智咲 ぬまた ちさき 所沢ジュニア
4MS 福島 正一 ふくしま しょういちろう 小川ドリームジュニア
6WD 筋野 ゆうき すじの ゆうき 小川ドリームジュニア
6WD 福田 朋実 ふくだ ともみ 小川ドリームジュニア
6WD 岡部 愛伊 おかべ あいり 小川ドリームジュニア
6WD 宮崎 七海 みやざき ななみ 小川ドリームジュニア
5WD 清水 菜 しみず れな 小川ドリームジュニア
5WD 門倉 結菜 かどくら ゆうな 小川ドリームジュニア
4WD 原 緒 かさはら りお 小川ドリームジュニア
4WD 好田 朱夏 よしだ あやか 小川ドリームジュニア
6WS 大野 彩希 おおの さき 小川ドリームジュニア
5WS 筋野 そら すじの そら 小川ドリームジュニア
4WS 山田 希歩 やまだ のあ 小川ドリームジュニア
6MD 平野 与史基 ひらの よしき 庄和シャトルズ
6MD 阿部 隼大 あべ しゅんた 庄和シャトルズ
4MD 関口 幸希 せきぐち こうき 庄和シャトルズ
4MD 目出 春輝 めで はるき 庄和シャトルズ
5MS 本間 隆太 ほんま りゅうたろう 庄和シャトルズ
5MS 小久保 陽 こくぼ ひかる 庄和シャトルズ
5MS 中村 輝綱 なかむら きづな 庄和シャトルズ
4MS 吉田 康太 よしだ こうた 庄和シャトルズ
6WD 颯佐 真衣 さっさ まい 庄和シャトルズ
6WD 岡 紅 おか もみじ 庄和シャトルズ
6WD 和田 歩実 わだ あゆみ 庄和シャトルズ
6WD 古山 羽 ふるやま はる 庄和シャトルズ
5WD 橋本 佳 はしもと かな 庄和シャトルズ
5WD 藤江 莉子 ふじえ りこ 庄和シャトルズ
4WS 首藤 胡桃 しゅとう くるみ 庄和シャトルズ
4WS 平野 枝莉 ひらの えり 庄和シャトルズ
6MD 関野 大斗 せきの ひろと 上尾ジュニア
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6MD 木 也 すずき しゅんや 上尾ジュニア
5MS 関口 空輝 せきぐち ひろき 上尾ジュニア
4MS 石井 海斗 いしい かいと 上尾ジュニア
6WD 水村 清香 みずむら さやか 上尾ジュニア
6WD 根岸 元海 ねぎし もとみ 上尾ジュニア
6WD 関口 胡桃 せきぐち くるみ 上尾ジュニア
6WD 荒谷 瑞穂 あらや みずほ 上尾ジュニア
6WD 加藤木 遥 かとうぎ はるか 上尾ジュニア
6WD 荒谷 希穂 あらや きほ 上尾ジュニア
6WD 澤 菜穂美 かなざわ なおみ 上尾ジュニア
6WD 石井 朱 いしい あかり 上尾ジュニア
6WS 小沼 千夏 おぬま ちなつ 上尾ジュニア
6WS 秋山 萌花 あきやま ほのか 上尾ジュニア
5WS 駒井 裕羽 こまい ひろは 上尾ジュニア
5WS 井 萌恵 かない もえ 上尾ジュニア
5WS 平野 愛佳 ひらの まなか 上尾ジュニア
4WS 駒井 琴羽 こまい ことは 上尾ジュニア
4WS 澤 ちひろ ながさわ ちひろ 上尾ジュニア
4WS 射越 菜実 いこし なみ 上尾ジュニア
4MD 郡 奏志 こおり そうし 上 ジュニア
4MD 郡 浩史 こおり こうし 上 ジュニア
6MS 石 斗 たついし りくと 上 ジュニア
4MS 石 悠斗 たついし はると 上 ジュニア
6WD 近藤 こんどう れいな 上 ジュニア
6WD 吉岡 沙紀 よしおか さき 上 ジュニア
6WD 川 乃 くろかわ あやの 上 ジュニア
6WD 山口 菜 やまぐち わかな 上 ジュニア
6WD 門倉 朱憂 かどくら あゆ 上 ジュニア
6WD 門倉 萌依 かどくら もえ 上 ジュニア
5WS 飯島 陽菜稀 いいじま ひなき 上 ジュニア
5WS 坪井 実咲 つぼい みさき 上 ジュニア
6MS 小田 航 おだ わたる 川口クラブジュニア
4MS 平田 克輝 ひらた かつき 川口クラブジュニア
6WD 萩原 由佳 はぎはら ゆか 川口クラブジュニア
6WD 石井 未菜美 いしい みなみ 川口クラブジュニア
4WD 賀 心 はが しゅら 川口クラブジュニア
4WD 小田 星 おだ あかり 川口クラブジュニア
6WS 三反田 レナ さんたんだれな 川口クラブジュニア
5MS 秋山 太樹 あきやま たいき 大宮ウィナーズ
4MS 江口 幸佑 えぐち こうすけ 大宮ウィナーズ
4MS 満尾 勇斗 みつお ゆうと 大宮ウィナーズ
4MS 中岡 光颯蘭 なかおか みそら 大宮ウィナーズ
6WS 満尾 みつお りな 大宮ウィナーズ
6WS 芝 涼香 しば すずか 大宮ウィナーズ
6WS 高山 実緒 たかやま みお 大宮ウィナーズ
5WS 沢 萌乃 やなぎさわもえの 大宮ウィナーズ
5WS 伊藤 未柚 いとう みゆ 大宮ウィナーズ
4WS 福田 笑花 ふくだ えみか 大宮ウィナーズ
4WS 清水 美海 しみず みう 大宮ウィナーズ
6MD 鵜川 大也 うかわ だいや 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6MD 田口 裕久 たぐち ひろひさ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
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4MD 山本 英人 やまもと ひでと 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4MD  介 いがらし りょうすけ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6MS 大矢 和志 おおや かずし 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
5MS 山田 裕規 やまだ ゆうき 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4MS 内野 陽太 うちの はるた 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4MS 篠田 和大陽 しのだ わたる 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4MS 根本 ねもと りく 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4MS 伊藤 康太 いとう やすたろう 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6WD 真橋 果帆 まばし かほ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6WD  みづき いがらし みづき 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6WD 木 杏香 あおき きょうか 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6WD 島 乃愛 ながしま のあ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6WD 津田 陽南子 つだ ひなこ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6WD 菅原 佳 すがわら りか 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
5WD 中村 莉彩 なかむら りさ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
5WD 江口 温々香 えぐち ののか 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4WD 島 果穂 ながしま かほ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4WD 中村 美紅 なかむら みく 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4WD 佐野 真 花 さの まなか 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4WD 正木 媛乃 まさき ひめの 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4WD 森 陽菜 もり はるな 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4WD 山  緒 やまきた なお 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6WD 横田 晴香 よこた はるか 都幾川シャトルズ
6WD 岸 萌々子 きし ももこ 都幾川シャトルズ
6WD 森 杏 もり あんな 都幾川シャトルズ
6WD 佐々木 萌 ささき もえ 都幾川シャトルズ
6WD 鴨志田 育美 かもしだ いくみ 都幾川シャトルズ
6WD 秋  万柚子 あきば まゆこ 都幾川シャトルズ
6WD 上村 みのり かみむら みのり 都幾川シャトルズ
6WD 高橋 萌佳 たかはし もか 都幾川シャトルズ
5WD 高木 愛 たかぎ あいな 都幾川シャトルズ
5WD 早坂 晴佳 はやさか はるか 都幾川シャトルズ
4WD 福田 はんな ふくだ はんな 都幾川シャトルズ
4WD 田 麻 杏 かまた まりあん 都幾川シャトルズ
4WD 小泉 歩璃 こいずみ あゆり 都幾川シャトルズ
4WD 田 麻 花 かまた まりか 都幾川シャトルズ
6MD 木 翔馬 すずき しょうま 鳩ヶ谷ウイングス
6MD 松本 哲弥 まつもと てつや 鳩ヶ谷ウイングス
6MD 佐藤 修輔 さとう しゅうすけ 鳩ヶ谷ウイングス
6MD 嶋田 匡明 しまだ まさあき 鳩ヶ谷ウイングス
6MD 田石 聖貴 たいし まさき 鳩ヶ谷ウイングス
6MD 滝村 駿 たきむら しゅん 鳩ヶ谷ウイングス
5MD 藤田 直己 ふじた なおき 鳩ヶ谷ウイングス
5MD 中野 雄一 なかのゆういちろう 鳩ヶ谷ウイングス
4MD 福岡 祐希 ふくおか ゆうき 鳩ヶ谷ウイングス
4MD 高橋 翔太 たかはし しょうた 鳩ヶ谷ウイングス
5MS 山下 潤也 やました じゅんや 鳩ヶ谷ウイングス
5MS 川島 直也 かわしま なおや 鳩ヶ谷ウイングス
4MS 木 悠太 すずき ゆうた 鳩ヶ谷ウイングス
4MS 中野 太 なかのしゅうたろう 鳩ヶ谷ウイングス
6WD 佐藤 灯 さとう あかり 鳩ヶ谷ウイングス
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6WD 木 陽 すずき ひなた 鳩ヶ谷ウイングス
5WD 高橋 彩花 たかはし あやか 鳩ヶ谷ウイングス
5WD 萩原 結希 はぎわら ゆき 鳩ヶ谷ウイングス
4WD 澤 菜 ながざわ りな 鳩ヶ谷ウイングス
4WD 草間 唯花 くさま ゆいか 鳩ヶ谷ウイングス
6WS 篠山 麻衣 しのやま まい 鳩ヶ谷ウイングス
5WS 小川 仁湖 おがわ にこ 鳩ヶ谷ウイングス
4WS 本田 胡桃 ほんだ くるみ 鳩ヶ谷ウイングス
4WS 宮下 桃花 みやした ももか 鳩ヶ谷ウイングス
6MD 高岡 賢人 たかおか けんと 美杉台ダックス
6MD 宇田川 魁星 うだがわかいせい 美杉台ダックス
6MD 渡辺 純平 わたなべじゅんぺい 美杉台ダックス
6MD 島本 和騎 しまもと かずき 美杉台ダックス
4MS 高野 颯汰 たかの そうた 美杉台ダックス
4WD 渡邊 有紗 わたなべ ありさ 美杉台ダックス
4WD 森下 知慧 もりした ちさと 美杉台ダックス
4WD 佐藤 しずく さとう しずく 美杉台ダックス
4WD 木村 菜々子 きむら ななこ 美杉台ダックス
6WS 吉田 真優 よしだ まひろ 美杉台ダックス
4WS 小野 佳音 おの かおん 美杉台ダックス
4WS 木村 咲子 きむら さきこ 美杉台ダックス
4WS 小野 おの あやは 美杉台ダックス
4MD 杉浦 希実 すぎうら のぞみ 本庄ジュニア
4MD 大出 健太 おおいで けんた 本庄ジュニア
4MS 石川 聖幸 いしかわ まさゆき 本庄ジュニア
6WD 菊地 彩花 きくち さやか 本庄ジュニア
6WD 福島 彩夢 ふくしま あやね 本庄ジュニア
6WD 中野 あい なかの あい 本庄ジュニア
6WD 川 彩香 ながかわ あやか 本庄ジュニア
5WD 中野 美月 なかの みづき 本庄ジュニア
5WD 大澤 芽生 おおさわ めい 本庄ジュニア
4WD 大森 友歌 おおもり ゆうか 本庄ジュニア
4WD 浅  真朋 あさみ まほ 本庄ジュニア
6MS 市川 優希 いちかわ ゆうき 山ジュニア
5MS 中田 斗 なかた りゅうと 山ジュニア
6WD 内田 優莉香 うちだ ゆりか 山ジュニア
6WD 清水 稚香 しみず ちか 山ジュニア
5MD 河野 樹 こうの いつき 蓮田サウス
5MD 大熊 おおくま あおば 蓮田サウス
4MD 松村 哉 まつむら たくや 蓮田サウス
4MD 時田 貴章 ときた たかあき 蓮田サウス
4MD 上野 大 うえの りょうた 蓮田サウス
4MD 浜田 隼弥 はまだ しゅんや 蓮田サウス
4MD 山岡 歩 やまおか ときほ 蓮田サウス
4MD 清野 徹平 せいの てっぺい 蓮田サウス
6MS 谷部 はせべ りょう 蓮田サウス
6WD 新田 桃子 にった ももこ 蓮田サウス
6WD 太田 優海 おおた うみ 蓮田サウス
6WD 千  さやか ちば さやか 蓮田サウス
6WD 小泉 紗子 こいずみ りさこ 蓮田サウス
6WD 大熊 希 おおくま のぞみ 蓮田サウス

9 / 10



第29回埼玉県小学生バドミントン大会(参加者名簿) 2012/8/1

種目 名前 ふりがな 所属
6WD 浜田 侑佳 はまだ ゆうか 蓮田サウス
6WD 高沢 由 たかざわ ゆり 蓮田サウス
6WD 山 侑由 かめやま ゆうゆ 蓮田サウス
5WD 秋庭 美羽 あきば みう 蓮田サウス
5WD 小島 帆乃果 こじま ほのか 蓮田サウス
5WD 小森 有紗 こもり ありさ 蓮田サウス
5WD 佐々木 花菜 ささき かな 蓮田サウス
5WD 上野 美 うえの みさと 蓮田サウス
5WD 元田 英 もとだ はな 蓮田サウス
4WD 八角 真帆 やすみ まほ 蓮田サウス
4WD 秋庭 夢来 あきば むく 蓮田サウス
4WD 新田 莉子 にった りこ 蓮田サウス
4WD 加賀谷 空実 かがや くるみ 蓮田サウス
4WD 河野 唯織 こうの いおり 蓮田サウス
4WD 元田 ちとせ もとだ ちとせ 蓮田サウス
4WD 松岡 美歩 まつおか みほ 蓮田サウス
4WD 加賀谷 弥来 かがや みらい 蓮田サウス
5WS 八角 実侑 やすみ みゆ 蓮田サウス
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