
種⽬・順 選⼿名 ふりがな チーム名
BW1 野⼝ 彩花 のぐち あやか Ｓ・Ｇ・Ａ
BW2 ⼩島 紗季③ こじま さき Ｓ・Ｇ・Ａ
CW1 宮城 ⻘空 みやぎ せいら Ｓ・Ｇ・Ａ
AM1 佐藤 ⼀真 さとう かずま ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
AM2 坂⽥ 来⼈⑤ さかた らいと ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
BM1 横沢 颯⼈③ よこさわ ふうと ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
BM2 井⼝ 颯⼈③ いぐち そうと ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
AW1 近藤 実輝 こんどう みき ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
BW1 近藤 泉実 こんどう いずみ ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
AW1 中村 佳乃 なかむら よしの Team Power Hitters Max
AM1 鶴⽥ 雅久 つるた がく ＴＥＡＭジュニア
BM1 ⼭﨑 ⼀弥③ やまざき いちや ＴＥＡＭジュニア
CM1 ⼭﨑 櫂⼆① やまざき かいじ ＴＥＡＭジュニア
AW1 ⼩野⽥ 紗希⑤ おのだ さき ＴＥＡＭジュニア
BW1 鶴⽥ 夏姫③ つるた なぎ ＴＥＡＭジュニア
AM1 阿部 史哉 あべ ふみや アドバンス
BM1 ⼩⾙ 拓也 おがい たくや アドバンス
AW1 髙橋 智穂 たかはし ちほ アドバンス
BW1 中村 恵梨奈 なかむら えりな アドバンス
AM1 ⼊⼭ 昇希⑤ いりやま しょうき じゃパンダジュニア
BM1 宮⽥ ⼤輔③ みやた だいすけ じゃパンダジュニア
AW1 宮⽥ 樹 みやた いつき じゃパンダジュニア
AM1 冨塚 慎之介 とみづか しんのすけ チャレンジャー
AM2 熊⽥ 圭修⑤ くまだ けいすけ チャレンジャー
AM3 熊⽊ 倖也⑤ くまき ゆきや チャレンジャー
AM4 ⾦沢 優太 かなざわ ゆうた チャレンジャー
BM1 平⽥ 透和 ひらた とわ チャレンジャー
BM2 齋藤 ⼗ さいとう みつる チャレンジャー
CM1 熊⽊ 凌也 くまき りょうや チャレンジャー
CM2 津⽥ 光⽣ つだ こうせい チャレンジャー
CM3 飯⽥ 悠楽 いいだ ゆら チャレンジャー
CM4 清⽔ 航輝 しみず こうき チャレンジャー
CM5 ⼤澤 快晴① おおさわ かいせい チャレンジャー
AW1 中條 由菜 なかじょう ゆうな チャレンジャー
AW2 関野 ⾥真⑤ せきの りま チャレンジャー
AW3 冨塚 真優⼦⑤ とみづか まゆこ チャレンジャー
AW4 荘野 美鈴⑤ そうの みすず チャレンジャー
BW1 内⽥ 純美礼 うちだ すみれ チャレンジャー
BW2 熊⾕ 明⽇実③ くまがい あすみ チャレンジャー
CW1 ⼩林 南緒 こばやし なお チャレンジャー
CW2 細井 華奈 ほそい はなな チャレンジャー
AM1 ⽯井 健太 いしい けんた 鴻巣リトルスマッシュ
BW1 設楽 明⽇海 しだら あすみ 鴻巣リトルスマッシュ
BW2 ⽯井 萌⾐③ いしい もえ 鴻巣リトルスマッシュ
AM1 ⻲⼭ 凌伽⑤ かめやま りょうが ⽻⽣ジュニアバドミントンクラブ
BM1 熊崎 ⼤和 くまざき やまと ⽻⽣ジュニアバドミントンクラブ
AW1 蓮⾒ 彩由⾥ はすみ あゆり ⽻⽣ジュニアバドミントンクラブ
AW2 江⽥ 美吹 えだ みぶき ⽻⽣ジュニアバドミントンクラブ
AM1 栗原 弘考 くりはら ひろたか 加須スターズ
BM1 栗原 弘成 くりはら ひろなり 加須スターズ



種⽬・順 選⼿名 ふりがな チーム名
CM1 泉⾕ 匡紀 いずみや まさき 加須スターズ
AW1 ⻘⽊ ⾹央⾥ あおき かおり 加須スターズ
AW2 岩﨑 美樹 いわさき みき 加須スターズ
BW1 渡辺 若葉 わたなべ わかば 加須スターズ
BW2 島﨑 真緒 しまざき まお  加須スターズ
AM1 ⼋嶋 怜央那 やしま れおな 久喜ＡＢＣ
BM1 ⼆宮 彬裕 にのみや あきひろ 久喜ＡＢＣ
AW1 清⽔ 茉佑 しみず まゆ 久喜ＡＢＣ
AW2 武井 ほのか たけい ほのか 久喜ＡＢＣ
BW1 元永 寧々 もとなが ねね 久喜ＡＢＣ
BW2 伊藤 唯乃③ いとう ゆいの 久喜ＡＢＣ
CW1 松尾 彩⾳ まつお あやね 久喜ＡＢＣ
AM1 今井 隆貴⑤ いまい りゅうき ⾏⽥バドミントンスポーツ少年団
BM1 三⽥ 有有 みた あおい ⾏⽥バドミントンスポーツ少年団
AW1 ⼩堀 ⻩⼋扇 こぼり こはぜ ⾏⽥バドミントンスポーツ少年団
AW2 熊倉 舞 くまくら まい ⾏⽥バドミントンスポーツ少年団
AW2 ⻫藤 彩⾳ さいとう あやね ⾏⽥バドミントンスポーツ少年団
AM1 ⽷⾕ まなと いとや まなと 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ
BM1 岩城 慎 いわき しん 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ
BM2 村本 拓海③ むらもと たくみ 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ
BM3 ⽷⾕ ひかる③ いとや ひかる 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ
BM4 清原 慶⽮③ きよはら けいや 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ
AW1 佐藤 くるみ⑤ さとう くるみ 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ
AW2 ⽷⾕ あかり⑤ いとや あかり 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ
AW3 加藤 響⑤ かとう ひびき 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ
AW4 ⽯川 穂乃⾹⑤ いしかわ ほのか 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ
BW1 倉島 美咲 くらしま みさき 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ
BW2 廣⽥ 恵③ ひろた けい 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ
AM1 星 雄⼈⑤ ほし ゆうと 志⽊ジュニアバドミントンクラブ
BM1 ⼤澤 史和 おおさわ ふみかず 志⽊ジュニアバドミントンクラブ
BM2 ⽔村 健⼈③ みずむら けんと 志⽊ジュニアバドミントンクラブ
BM3 星 ⼤翔 ほし ひろと 志⽊ジュニアバドミントンクラブ
AW1 ⼤澤 佳歩 おおさわ かほ 志⽊ジュニアバドミントンクラブ
AW2 ⼿⼾ 愛理 てと あいり 志⽊ジュニアバドミントンクラブ
AW3 千葉 綾乃 ちば あやの 志⽊ジュニアバドミントンクラブ
AW4 ⼩磯 維織⑤ こいそ いおり 志⽊ジュニアバドミントンクラブ
AW5 ⼩笠原 史華 おがさわら ふみか 志⽊ジュニアバドミントンクラブ
BW1 村⽊ 善知 むらき うと 志⽊ジュニアバドミントンクラブ
BW2 ⾚崎 愛 あかさき あい 志⽊ジュニアバドミントンクラブ
AM1 加藤 恵 かとう めぐみ 出⽻バドミンタンジュニアクラブ
AM2 福⽥ 祐弥⑤ ふくだ ゆうや 出⽻バドミンタンジュニアクラブ
AM3 伊藤 聡⾺⑤ いとう そうま 出⽻バドミンタンジュニアクラブ
BM1 坪倉 太陽 つぼくら たいよう 出⽻バドミンタンジュニアクラブ
BM2 沼⽥ 和真 ぬまた かずま 出⽻バドミンタンジュニアクラブ
BM3 加藤 温 かとう はる 出⽻バドミンタンジュニアクラブ
CM1 井上 翔太 いのうえ しょうた 出⽻バドミンタンジュニアクラブ
CM2 守⼭ ⼤雅 もりやま たいが 出⽻バドミンタンジュニアクラブ
AW1 沼⽥ 育⼦ ぬまた いくこ 出⽻バドミンタンジュニアクラブ
AW2 原⽥ 佳歩 はらだ かほ 出⽻バドミンタンジュニアクラブ
BW1 守⼭ 愛琉 もりやま あいる 出⽻バドミンタンジュニアクラブ
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CW1 沼⽥ 明⼦ ぬまた あきこ 出⽻バドミンタンジュニアクラブ
CW2 坪倉 美佳① つぼくら みか 出⽻バドミンタンジュニアクラブ
AM1 坂⽥ 蓮 さかた れん 春⽇部⽩翔
AM2 澤⽥ 涼介 さわだ りょうすけ 春⽇部⽩翔
AM3 鈴⽊ 俊也⑤ すずき しゅんや 春⽇部⽩翔
BM1 宮脇 ⼤輝 みやわき だいき 春⽇部⽩翔
AW1 ⿊瀬 綾花⑤ くろせ あやか 春⽇部⽩翔
AM1 後藤 サン ごとう さん 所沢ジュニアバドミントンクラブ
AM2 ⼭本 ⼀輝⑤ やまもと かずき 所沢ジュニアバドミントンクラブ
BM1 曽我 亜⾥ そが あさと 所沢ジュニアバドミントンクラブ
BM2 藤岡 勇⽮ ふじおか ゆうや 所沢ジュニアバドミントンクラブ
AW1 ⽥中 寿奈⑤ たなか ひさな 所沢ジュニアバドミントンクラブ
AW2 ⼭根 千遥⑤ やまね ちはる 所沢ジュニアバドミントンクラブ
BW1 髙橋 未成 たかはし みな 所沢ジュニアバドミントンクラブ
BW2 沼⽥ 智咲 ぬまた ちさき 所沢ジュニアバドミントンクラブ
BM1 岩⽥ 莉玖③ いわた りく ⼩川ドリームジュニア
AW1 ⼭⽥ 希歩⑤ やまだ のあ ⼩川ドリームジュニア
BW1 笠原 梨緒 かさはら りお ⼩川ドリームジュニア
BW2 好⽥ 朱夏  よしだ あやか ⼩川ドリームジュニア
AM1 本間 隆太郎 ほんま りゅうたろう 庄和シャトルズ
AM2 阿部 隼⼤ あべ しゅんた 庄和シャトルズ
BM1 吉⽥ 康太 よしだ こうた 庄和シャトルズ
BM2 渡辺 凱⽃③ わたなべ かいと 庄和シャトルズ
CM1 ⽊村 輝星 きむら あきと 庄和シャトルズ
AW1 古⼭ ⽻留 ふるやま はる 庄和シャトルズ
CW1 ⿑藤 莉海 さいとう りみ 庄和シャトルズ
AM1 関⼝ 空輝 せきぐち ひろき 上尾ジュニアバドミントンクラブ
AM2 鈴⽊ 竣也 すずき しゅんや 上尾ジュニアバドミントンクラブ
AM1 郡 奏志⑤ こおり そうし 上⾥ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｼｬﾄﾙ
AM2 郡 浩史⑤ こおり こおし 上⾥ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｼｬﾄﾙ
AW1 坪井 実咲 つぼい みさき 上⾥ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｼｬﾄﾙ
BW1 ⿊川 美咲 くろかわ みさき 上⾥ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｼｬﾄﾙ
BW2 ⻫藤 優花 さいとう ゆうか 上⾥ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｼｬﾄﾙ
AM1 秋⼭ 太樹 あきやま たいき ⼤宮ウィナーズ
BM1 稲川 陽⼤③ いながわ はるひろ ⼤宮ウィナーズ
BW1 清⽔ 美海 しみず みう ⼤宮ウィナーズ
AM1 ⼭⽥ 裕規 やまだ ゆうき 鶴ヶ島Angels
CM1 伊藤 康太郎 いとう やすたろう 鶴ヶ島Angels
CM2 中川 友那 なかがわ ゆうな 鶴ヶ島Angels
CM3 栗野 朝陽 くりの あさひ 鶴ヶ島Angels
CM4 遠⽥ 佳伸 えんだ よしのぶ 鶴ヶ島Angels
AW1 中村 莉彩 なかむら りさ 鶴ヶ島Angels
AW2 江⼝ 温々⾹ えぐち ののか 鶴ヶ島Angels
BW1 中村 美紅 なかむら みく 鶴ヶ島Angels
BW2 佐野 真奈花 さの まなか 鶴ヶ島Angels
CW1 ⼭北 奈緒 やまきた なお 鶴ヶ島Angels
CW2 ⼭北 眞緒① やまきた まお 鶴ヶ島Angels
AM1 ⼭下 潤也 やました じゅんや 鳩ヶ⾕ウイングス
AM2 川島 直也 かわしま なおや 鳩ヶ⾕ウイングス
AM3 嶋⽥ 匡明 しまだ まさあき 鳩ヶ⾕ウイングス



種⽬・順 選⼿名 ふりがな チーム名
AM4 ⼤⽊ 崇寛 おおき たかひろ 鳩ヶ⾕ウイングス
AM5 藤⽥ 直⼰ ふじた なおき 鳩ヶ⾕ウイングス
BM1 鈴⽊ 悠太 すずき ゆうた 鳩ヶ⾕ウイングス
BM2 ⾼橋 翔太 たかはし しょうた 鳩ヶ⾕ウイングス
BM3 福岡 祐希 ふくおか ゆうき 鳩ヶ⾕ウイングス
BM4 中野 柊太郎③ なかの しゅうたろう 鳩ヶ⾕ウイングス
CM1 後藤 洸太(年⻑) ごとう こうた 鳩ヶ⾕ウイングス
AW1 鈴⽊ 陽向 すずき ひなた 鳩ヶ⾕ウイングス
AW2 清⽔ 南光 しみず なみ 鳩ヶ⾕ウイングス
AW3 本⽥ 胡桃⑤ ほんだ くるみ 鳩ヶ⾕ウイングス
BW1 宮下 桃佳 みやした ももか 鳩ヶ⾕ウイングス
BW2 後藤 万茄 ごとう まな 鳩ヶ⾕ウイングス
CW1 萩原 紗⽉ はぎわら さつき 鳩ヶ⾕ウイングス
AM1 宇⽥川 魁星 うだがわ かいせい 美杉台ダックスバドミントンクラブ
CM1 ⾼野 颯汰 たかの そうた 美杉台ダックスバドミントンクラブ
AW1 ⽊村 菜々⼦⑤ きむら ななこ 美杉台ダックスバドミントンクラブ
BW1 ⼩野 佳⾳ おの かおん 美杉台ダックスバドミントンクラブ
CW1 ⽊村 咲⼦ きむら さきこ 美杉台ダックスバドミントンクラブ
CW2 ⼩野 絢葉 おの あやは 美杉台ダックスバドミントンクラブ
AM1 ⽯川 聖幸⑤ いしかわ まさゆき 本庄ジュニアバドミントン シャトルスター
BM1 ⼤出 健太 おおいで けんた 本庄ジュニアバドミントン シャトルスター
BM2 杉浦 希実 すぎうら のぞみ 本庄ジュニアバドミントン シャトルスター
CM1 ⼤澤 琉⽣① おおさわ りゅう 本庄ジュニアバドミントン シャトルスター
AW1 ⼤澤 芽⽣ おおさわ めい 本庄ジュニアバドミントン シャトルスター
BW1 ⼤森 柊果③ おおもり しゅうか 本庄ジュニアバドミントン シャトルスター
BW2 永尾 仁胡③ ながお にこ 本庄ジュニアバドミントン シャトルスター
CW1 中野 ⽂乃 なかの あやの 本庄ジュニアバドミントン シャトルスター
AM1 松村 拓哉⑤ まつむら たくや 蓮⽥サウスシャトラーズ
AM2 ⼤熊 ⻘葉 おおくま あおば 蓮⽥サウスシャトラーズ
AM3 時⽥ 貴章⑤ ときた たかあき 蓮⽥サウスシャトラーズ
BM1 上野 稜⼤ うえの りょうた 蓮⽥サウスシャトラーズ
BM2 浜⽥ 隼弥 はまだ しゅんや 蓮⽥サウスシャトラーズ
BM3 ⼭岡 陸歩③ やまおか ときほ 蓮⽥サウスシャトラーズ
AW1 ⼋⾓ 実侑 やすみ みゆ 蓮⽥サウスシャトラーズ
AW2 秋庭 美⽻ あきば みう 蓮⽥サウスシャトラーズ
BW1 ⼋⾓ 真帆 やすみ まほ 蓮⽥サウスシャトラーズ
BW2 秋庭 夢来 あきば むく 蓮⽥サウスシャトラーズ
CW1 加賀⾕ 弥来 かがや みらい 蓮⽥サウスシャトラーズ
AM1 冨永 拓摩 とみなが たくま 久喜ジュニアバドミントン
AW1 岡安 杏 おかやす あん 久喜ジュニアバドミントン
BW1 池⽥ 真優 いけだ まゆ 久喜ジュニアバドミントン


