
H25会長杯ダブルス参加者名簿

種目 選手名 ふりかな 所属

6WD 小島 結衣 こじま ゆい ＳＧＡ

6WD 竹森 彩乃 たけもり あやの ＳＧＡ

6WD 加藤 未響 かとう みき ＳＧＡ

6WD 上野 未矩 うえの みく ＳＧＡ

5WD 海老沢 珠希 えびさわ たまき ＳＧＡ

5WD 湊谷 帆香 みなとや ほのか ＳＧＡ

5WD 小池 愛子 こいけ あいこ ＳＧＡ

5WD 佐々木 日詩④ ささき ひなた ＳＧＡ

4WD 馬渕 乙葉 まぶち おとは ＳＧＡ

4WD 島尻 みなみ しまじり みなみ ＳＧＡ

4WD 野口 彩花 のぐち あやか ＳＧＡ

4WD 小島 紗季③ こじま さき ＳＧＡ

4WD 渡邊 美結③ わたなべ みゆ ＳＧＡ

4WD 宮城 青空② みやぎ せいら ＳＧＡ

6MD 佐藤 一真 さとう かずま ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ

6MD 八重樫 涼平⑤ やえがし りょうへい ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ

5MD 坂田 来人 さかた らいと ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ

5MD 三代 朋也 みしろ ともや ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ

4MD 井口 颯人③ いぐち そうと ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ

4MD 横沢 颯人③ よこさわ ふうと ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ

6WD 近藤 実輝 こんどう みき ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ

6WD 坂田 和来 さかた わらう ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ

5WD 関根 里佳子 せきね りかこ ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ

5WD 近藤 泉実④ こんどう いずみ ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ

5WD 遠藤 愛 えんどう まな ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ

5WD 福本 淑乃 ふくもと よしの ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ

4MD 山﨑 一弥③ やまざき いちや ＴＥＡＭジュニア

4MD 小野寺 開斗③ おのでら かいと ＴＥＡＭジュニア

4MD 藤山 大和③ ふじやま やまと ＴＥＡＭジュニア

4MD 山﨑 櫂二① やまざき かいじ ＴＥＡＭジュニア

6WD 山岸 杏美 やまぎし あみ ＴＥＡＭジュニア

6WD 佐久間 希歩 さくま のあ ＴＥＡＭジュニア

6WD 里川 さやか さとかわ さやか ＴＥＡＭジュニア

6WD 渡邊 さつき⑤ わたなべ さつき ＴＥＡＭジュニア

5WD 小野田 紗季 おのだ さき ＴＥＡＭジュニア

5WD 大矢 怜奈 おおや れいな ＴＥＡＭジュニア

5WD 今福 綾乃 いまふく あやの ＴＥＡＭジュニア

5WD 臼田 莉緒 うすだ りお ＴＥＡＭジュニア

5WD 松村 敦季 まつむら あつき ＴＥＡＭジュニア

5WD 鶴田 夏姫③ つるた なぎ ＴＥＡＭジュニア

6MD 阿部 史哉 あべ ふみや アドバンス

6MD 石川 隼大 いしかわ しゅんた アドバンス

5MD 林 雄馬 はやし ゆうま アドバンス

5MD 小貝 拓也④ おがい たくや  アドバンス
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4MD 石山 柊哉 いしやま しゅうや アドバンス

4MD 石川 大翔③ いしかわ だいと アドバンス

4MD 阿部 聖也③ あべ せいや アドバンス

4MD 鈴木 慶祐② すずき けいすけ アドバンス

6WD 髙橋 智穂 たかはし ちほ アドバンス

6WD 三好 野乃花 みよし ののか アドバンス

6WD 喜入 彩夏 きいれ あやか アドバンス

6WD 貞松 菜帆 さだまつ なほ アドバンス

5WD 飯倉 綾音 いいくら あやね  アドバンス

5WD 中村 恵梨奈④ なかむら えりな アドバンス

5WD 鈴木 凛 すずき りん アドバンス

5WD 中澤 紗希 なかざわ さき アドバンス

4WD 中澤 菜緒③ なかざわ なお アドバンス

4WD 赤星 きく乃① あかぼし きくの アドバンス

4WD 下見 夏月 しもみ なつき シャトラーズ

4WD 田中 優衣 たなか ゆい シャトラーズ

4WD 辻 彩里咲② つじ ありさ シャトラーズ

4WD 佐藤 碧伊② さとう あおい シャトラーズ

5MD 入山 昇希 いりやま しょうき じゃパンダジュニア

5MD 川崎 翔馬④ かわさき しょうま じゃパンダジュニア

4MD 宮田 大輔③ みやた だいすけ じゃパンダジュニア

4MD 川崎 聖矢② かわさき せいや  じゃパンダジュニア

6MD 冨塚 慎之介 とみづか しんのすけ チャレンジャー

6MD 金沢 優太 かなざわ ゆうた チャレンジャー

5MD 熊田 圭修 くまだ けいすけ チャレンジャー

5MD 熊木 倖也 くまき ゆきや チャレンジャー

5MD 小林 卓馬 こばやし たくま チャレンジャー

5MD 渡辺 晃也 わたなべ こうや チャレンジャー

4MD 平田 透和 ひらた とわ チャレンジャー

4MD 大屋 光 おおや ひかる チャレンジャー

4MD 熊木 凌也② くまき りょうや チャレンジャー

4MD 津田 光生② つだ こうせい チャレンジャー

4MD 齋藤 十 さいとう みつる チャレンジャー

4MD 飯田 悠楽② いいだ ゆら チャレンジャー

4MD 大澤 快晴① おおさわ かいせい チャレンジャー

4MD 清水 航輝② しみず こうき チャレンジャー

6WD 中條 由菜 なかじょう ゆうな チャレンジャー

6WD 関野 里真⑤ せきの りま チャレンジャー

5WD 荘野 美鈴 そうの みすず チャレンジャー

5WD 冨塚 真優子 とみづか まゆこ チャレンジャー

5WD 熊谷 瞳 くまがい ひとみ チャレンジャー

5WD 内田 莉里花 うちだ りりか チャレンジャー

4WD 北山 茉実 きたやま まみ チャレンジャー

4WD 小林 南緒② こばやし なお チャレンジャー
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4WD 内田 純美礼 うちだ すみれ チャレンジャー

4WD 熊谷 明日実③ くまがい あすみ チャレンジャー

4WD 細井 華奈② ほそい はなな チャレンジャー

4WD 齋藤 栞① さいとう しおり チャレンジャー

6MD 中川 真豊 なかがわ まこと ビッキーズ

6MD 杉浦 大樹 すぎうら だいき ビッキーズ

6MD 渡辺 悟 わたなべ さとる ビッキーズ

6MD 生田目 尚明 なばため なおあき ビッキーズ

6MD 福澤 良太 ふくざわ りょうた ビッキーズ

6MD 生田目 知樹⑤ なばため ともき ビッキーズ

6WD 野中 星来 のなか せいら ビッキーズ

6WD 塚原 礼奈⑤ つかはら れな ビッキーズ

6WD 新井 梨花 あらい りんか ビッキーズ

6WD 草野 絢音 くさの あやね ビッキーズ

6WD 扇谷 咲良 おおぎや さくら ビッキーズ

6WD 羽鳥 紗都実 はとり さとみ ビッキーズ

6WD 前田 柚羽 まえだ ゆずは ビッキーズ

6WD 榎本 愛希⑤ えのもと あき ビッキーズ

4WD 鹿毛 野乃花 かげ ののか ビッキーズ

4WD 鈴木 伶奈 すずき れな ビッキーズ

4WD 石塚 夏実 いしずか なつみ ビッキーズ

4WD 石井 夢楓③ いしい ゆめか ビッキーズ

4WD 前田 野々香 まえだ ののか ビッキーズ

4WD 扇谷 若奈③ おおぎや わかな ビッキーズ

6WD 斉藤 未緒 さいとう みお BEST SHOT深谷

6WD 富田 若葉 とみだ わかば BEST SHOT深谷

6WD 佐藤 美羽 さとう みう BEST SHOT深谷

6WD 荻野 清香 おぎの さやか BEST SHOT深谷

5MD 亀山 凌伽 かめやま りょうが 羽生ジュニア

5MD 田口 悠人 たぐち ゆうと 羽生ジュニア

5MD 飯塚 海斗 いいづか かいと 羽生ジュニア

5MD 熊崎 大和④ くまさき やまと 羽生ジュニア

6WD 江田 美吹 えだ みぶき 羽生ジュニア

6WD 蓮見 彩由里 はすみ あゆり 羽生ジュニア

6WD 白神 明日香 しらがみ あすか 羽生ジュニア

6WD 福島 ひなき ふくしま ひなき 羽生ジュニア

6WD 小久保 未紅 こくぼ みく 羽生ジュニア

6WD 中澤 花奈帆⑤ なかざわ かなほ 羽生ジュニア

6WD 青木 香央里 あおき かおり 加須スターズ

6WD 岩﨑 美樹 いわさき みき 加須スターズ

5WD 渡部 真琴 わたなべ まこと 加須スターズ

5WD 杉山 楓花 すぎやま ふうか 加須スターズ

4WD 渡辺 若葉 わたなべ わかば 加須スターズ

4WD 島﨑 真緒 しまざき まお 加須スターズ
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4WD 溜 小桜 たまり こはる 加須スターズ

4WD 金子 穂乃花 かねこ ほのか 加須スターズ

6MD 八嶋 怜央那 やしま れおな 久喜ＡＢＣ

6MD 細井 響 ほそい ひびき 久喜ＡＢＣ

6MD 渡辺 颯斗 わたなべ はやと 久喜ＡＢＣ

6MD 大野 駿 おおの しゅん 久喜ＡＢＣ

5MD 伊藤 夕矢 いとう ゆうや 久喜ＡＢＣ

5MD 二宮 彬裕④ にのみや あきひろ 久喜ＡＢＣ

6WD 清水 茉佑 しみず まゆ 久喜ＡＢＣ

6WD 大野 菜摘 おおの なつみ 久喜ＡＢＣ

6WD 武井 ほのか たけい ほのか 久喜ＡＢＣ

6WD 松尾 藍奈 まつお あいな 久喜ＡＢＣ

6WD 高橋 優希 たかはし ゆうき 久喜ＡＢＣ

6WD 原山 日菜子⑤ はらやま ひなこ 久喜ＡＢＣ

4WD 元永 寧々 もとなが ねね 久喜ＡＢＣ

4WD 堀米 桃子 ほりごめ ももこ 久喜ＡＢＣ

4WD 村上 暖乃  むらかみ のんの 久喜ＡＢＣ

4WD 伊藤 唯乃③ いとう ゆいの 久喜ＡＢＣ

4WD 竹崎 綾香 たけさき あやか 久喜ＡＢＣ

4WD 松尾 彩音② まつお あやね 久喜ＡＢＣ

6MD 冨永 拓摩 とみなが たくま 久喜ジュニア

6MD 飯島 大介 いいじま だいすけ 久喜ジュニア

6MD 藤岡 秀晶 ふじおか ひであき 久喜ジュニア

6MD 近藤 友也⑤ こんどう ともや 久喜ジュニア

5MD 冨永 尚杜 とみなが なおと 久喜ジュニア

5MD 松永 宏樹 まつなが ひろき 久喜ジュニア

4MD 菅原 真俊 すがわら まさとし 久喜ジュニア

4MD 猪俣 未裟輝③ いのまた みさき 久喜ジュニア

4MD 沢辺 みなと さわべ みなと 久喜ジュニア

4MD 阿部 啓悟③ あべ けいご 久喜ジュニア

4MD 佐藤 瑞己 さとう みずき 久喜ジュニア

4MD 小野寺 颯汰 おのでら そうた 久喜ジュニア

6WD 岡安 杏 おかやす あん 久喜ジュニア

6WD 岡本 愛 おかもと あい 久喜ジュニア

6WD 山口 帆乃香 やまぐち ほのか 久喜ジュニア

6WD 小河原 朋花 おがわら ほのか 久喜ジュニア

6WD 柿沼 藍 かきぬま あい 久喜ジュニア

6WD 田中 朋花 たなか ともか 久喜ジュニア

5WD 齋藤 真央 さいとう まお 久喜ジュニア

5WD 高橋 愛子 たかはし あいこ 久喜ジュニア

5WD 大久保 瀬里 おおくぼ せり 久喜ジュニア

5WD 関 花菜実 せき かなみ 久喜ジュニア

5WD 杉森 菜月 すぎもり なつき 久喜ジュニア

5WD 小堀 真央 こぼり まお 久喜ジュニア
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5WD 久保田 朱音 くぼた あかね 久喜ジュニア

5WD 中村 瑠那 なかむら るな 久喜ジュニア

5WD 佐谷 明日香 さや あすか 久喜ジュニア

5WD 平 恵莉 たいら えり 久喜ジュニア

4WD 池田 真優 いけだ まゆ 久喜ジュニア

4WD 渡部 花菜 わたなべ かな 久喜ジュニア

4WD 永沼 桜空 ながぬま さら 久喜ジュニア

4WD 平沼 玲菜③ ひらぬま れいな 久喜ジュニア

4WD 井上 栞乃 いのうえ かの 久喜ジュニア

4WD 久保田 小雪③ くぼた こゆき 久喜ジュニア

6MD 中村 文槻 なかむら ふみき 幸手白翔

6MD 小城 彪人 こしろ あやと 幸手白翔

6MD 尾花 淳 おばな あつし 幸手白翔

6MD 杉山 凛 すぎやま りん 幸手白翔

5MD 岡田 慎之介 おかだ しんのすけ 幸手白翔

5MD 尾花 涼④ おばな りょう 幸手白翔

6WD 新井 海結 あらい みゆう 幸手白翔

6WD 篠崎 碧唯 しのざき あおい 幸手白翔

6WD 橋本 実歩 はしもと みほ 幸手白翔

6WD 田沼 歩夢④ たぬま あゆ 幸手白翔

4WD 小城 月海 こしろ つきみ 幸手白翔

4WD 篠崎 緋音 しのざき あかね 幸手白翔

4WD 西間庭 桃子 にしまにわ ももこ 幸手白翔

4WD 杉山 礼奈③ すぎやま れいな 幸手白翔

5MD 龍田 虎汰 たつだ こうた 江面シルバー

5MD 金子 桂汰④ かねこ けいた 江面シルバー

6WD 佐藤 稔里 さとう みのり 江面シルバー

6WD 工藤 日和 くどう ひより 江面シルバー

6WD 都野 七愛 つの ななえ 江面シルバー

6WD 青木 菜花④ あおき さいか 江面シルバー

6WD 青木 桃花 あおき ももか 江面シルバー

6WD 安孫子 桃佳 あびこ ももか 江面シルバー

5WD 岡安 南々葉 おかやす ななは 江面シルバー

5WD 根本 莉緒 ねもと りお 江面シルバー

6MD 長谷部 紘人 はせべ ひろと 行田バドミントン

6MD 長谷部 璃人 はせべ りひと 行田バドミントン

5MD 今井 隆貴 いまい りゅうき 行田バドミントン

5MD 三田 有生④ みた あおい 行田バドミントン

6WD 熊倉 舞 くまくら まい 行田バドミントン

6WD 小堀 黄八扇 こぼり こはぜ 行田バドミントン

6WD 斉藤 彩音 さいとう あやね 行田バドミントン

6WD 菊地 美咲 きくち みさき 行田バドミントン

6WD 小堀 陽世里 こぼり ひより 行田バドミントン

6WD 中井 星樺⑤ なかい せいか 行田バドミントン
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6MD 石井 健太 いしい けんた 鴻巣リトル

6MD 川田 琉偉 かわた るい 鴻巣リトル

5MD 秋山 亮輔 あきやま りょうすけ 鴻巣リトル

5MD 鈴木 優馬③ すずき ゆうま 鴻巣リトル

6WD 前原 彩乃 まえはら あやの 鴻巣リトル

6WD 石井 萌衣③ いしい もえ 鴻巣リトル

5WD 河野 栞奈 こうの かんな 鴻巣リトル

5WD 佐藤 遙香 さとう はるか 鴻巣リトル

4WD 大久保 美海 おおくぼ みみ 鴻巣リトル

4WD 設楽 明日海 したら あすみ 鴻巣リトル

6MD 糸谷 まなと いとや まなと 三郷ダックス

6MD 島根 潤⑤ しまね じゅん 三郷ダックス

6MD 廣井 梓成 ひろい あずな 三郷ダックス

6MD 清原 颯太 きよはら そうた 三郷ダックス

6MD 吉田 光佑 よしだ こうすけ 三郷ダックス

6MD 鏡内 琢生 かがみうち たくなり 三郷ダックス

4MD 岩城 慎 いわき しん 三郷ダックス

4MD 村本 拓海③ むらもと たくみ 三郷ダックス

4MD 糸谷 ひかる③ いとや ひかる 三郷ダックス

4MD 清原 慶矢③ きよはら けいや 三郷ダックス

5WD 佐藤 くるみ さとう くるみ 三郷ダックス

5WD 倉島 美咲④ くらしま みさき 三郷ダックス

5WD 加藤 響 かとう ひびき 三郷ダックス

5WD 石川 穂乃香 いしかわ ほのか 三郷ダックス

5WD 糸谷 あかり いとや あかり 三郷ダックス

5WD 大熊 優香③ おおくま ゆか 三郷ダックス

4WD 廣田 恵③ ひろた けい 三郷ダックス

4WD 椎名 美月③ しいな みづき 三郷ダックス

5MD 星 雄人 ほし ゆうと 志木ジュニア

5MD 大澤 史和④ おおさわ ふみかず 志木ジュニア

4MD 星 大翔 ほし ひろと 志木ジュニア

4MD 水村 健人③ むずむら けんと 志木ジュニア

4MD 富田 成貴 とみた なるき 志木ジュニア

4MD 富田 光貴 とみた こうき 志木ジュニア

6WD 大澤 佳歩 おおさわ かほ 志木ジュニア

6WD 手戸 愛理 てと あいり 志木ジュニア

6WD 千葉 綾乃 ちば あやの 志木ジュニア

6WD 福井 美空 ふくい みく 志木ジュニア

6WD 小笠原 史華 おがさわら ふみか 志木ジュニア

6WD 鳥澤 瑞希⑤ とりさわ みずき 志木ジュニア

5WD 小磯 維織 こいそ いおり 志木ジュニア

5WD 村木 善知④ むらき うと 志木ジュニア

4WD 赤崎 愛 あかさき あい 志木ジュニア

4WD 矢嶋 幸 やじま ゆき 志木ジュニア
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4WD 小笠原 志歩③ おがさわら しほ 志木ジュニア

4WD 加藤 優③ かとう ゆう 志木ジュニア

4WD 倉益 美千香 くらます みちか 志木ジュニア

4WD 谷野 桃花 たにの ももか 志木ジュニア

4WD 伊藤 芽生③ いとう めい 志木ジュニア

4WD 平岡 凛③ ひらお かりん 志木ジュニア

6MD 加藤 恵 かとう めぐみ 出羽バドミンタン

6MD 鈴木 啓己⑤ すずき ひろき 出羽バドミンタン

5MD 福田 祐弥 ふくだ ゆうや 出羽バドミンタン

5MD 伊藤 聡馬 いとう そうま 出羽バドミンタン

5MD 金子 空 かねこ そら 出羽バドミンタン

5MD 加藤 温④ かとう はる 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

4MD 金子 碧③ かねこ あおい 出羽バドミンタン

4MD 金子 遥③ かねこ はる 出羽バドミンタン

4MD 井上 翔太② いのうえ しょうた 出羽バドミンタン

4MD 守山 大雅② もりやま たいが 出羽バドミンタン

6WD 沼田 育子 ぬまた いくこ 出羽バドミンタン

6WD 原田 佳歩 はらだ かほ 出羽バドミンタン

5WD 井上 花菜 いのうえ はな 出羽バドミンタン

5WD 守山 愛琉④ もりやま あいる 出羽バドミンタン

4WD 沼田 明子② ぬまた あきこ 出羽バドミンタン

4WD 坪倉 美佳① つぼくら みか 出羽バドミンタン

6MD 坂田 蓮 さかた れん 春日部白翔

6MD 澤田 涼介 さわだ りょうすけ 春日部白翔

6MD 山口 和樹 やまぐち かずき 春日部白翔

6MD 渡辺 翔太 わたなべ しょうた 春日部白翔

5MD 鈴木 俊也 すずき しゅんや 春日部白翔

5MD 宮脇 大樹④ みやわき だいき 春日部白翔

4MD 山崎 歩③ やまざき あゆむ 春日部白翔

4MD 渡辺 空③ わたなべ そら 春日部白翔

6WD 新井 遥菜 あらい はるな 春日部白翔

6WD 川田 紗雪 かわだ さゆき 春日部白翔

4WD 白鳥 愛和③ しらとり あいな 春日部白翔

4WD 山口 蒼唯③ やまぐち あおい 春日部白翔

6MD 後藤 サン ごとう さん 所沢ジュニア

6MD 山本 一輝⑤ やまもと かずき 所沢ジュニア

5MD 杉若 怜之 ぎわか れの 所沢ジュニア

5MD 川端 怜治 かわばた れいじ 所沢ジュニア

4MD 藤岡 勇矢 ふじおか ゆうや 所沢ジュニア

4MD 曽我 亜里 そが あさと 所沢ジュニア

4MD 紺野 天海③ こんの あまみ 所沢ジュニア

4MD 熊谷 拓士② くまがい たくと 所沢ジュニア
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4MD 小倉 優翔① おぐら ゆうと 所沢ジュニア

4MD 紺野 希仁① こんの のぞみ 所沢ジュニア

6WD 冠野 遼 かんの はるか 所沢ジュニア

6WD 飛田 さくら とびた さくら 所沢ジュニア

5WD 田中 寿奈 たなか ひさな 所沢ジュニア

5WD 山根 千遥 やまね ちはる 所沢ジュニア

5WD 熊谷 理子 くまがい りこ 所沢ジュニア

5WD 外村 紗葉子 とむら さよこ 所沢ジュニア

5WD 平井 小百合 ひらい さゆり 所沢ジュニア

5WD 坂本 海羽 さかもと みう 所沢ジュニア

4WD 高橋 未成 たかはし みな 所沢ジュニア

4WD 沼田 智咲 ぬまた ちさき 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③ なかね あすか 所沢ジュニア

4WD 松戸 温 まつど のどか 所沢ジュニア

4WD 松戸 星② まつど あかり 所沢ジュニア

4WD 垣内 由莉愛③ かいとう ゆりあ 所沢ジュニア

4WD 垣内 杏南① かいとう あんな 所沢ジュニア

4WD 平井 すみれ② ひらい すみれ 所沢ジュニア

4WD 石川 希花② いしかわ ののか 所沢ジュニア

6MD 秋元 悠希 あきもと ゆうき 小川ドリーム

6MD 福島 正一郎⑤ ふくしま しょういちろう 小川ドリーム

6WD 門倉 結菜 かどくら ゆうな 小川ドリーム

6WD 清水 玲菜 しみず れな 小川ドリーム

6WD 筋野 そら すじの そら 小川ドリーム

6WD 山田 希歩⑤ やまだ のあ 小川ドリーム

6WD 野口 梨華 のぐち りか 小川ドリーム

6WD 井上 ななみ いのうえ ななみ 小川ドリーム

5WD 千野 紗桜 ちの さお 小川ドリーム

5WD 堀口 紗希④ ほりぐち さき 小川ドリーム

4WD 笠原 梨緒 かさはら りお 小川ドリーム

4WD 好田 朱夏 よしだ あやか 小川ドリーム

4WD 門倉 菜月③ かどくら なつき 小川ドリーム

4WD 島﨑 愛菜③ しまざき あいな 小川ドリーム

6MD 本間 隆太郎 ほんま りゅうたろう 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

6MD 中村 輝綱 なかむら きづな 庄和シャトルズ

6MD 関口 幸希⑤ せきぐち こうき 庄和シャトルズ

5MD 目出 春輝 めで はるき 庄和シャトルズ

5MD 吉田 康太④ よしだ こうた 庄和シャトルズ

4MD 首藤 孔明③ しゅとう こうめい 庄和シャトルズ

4MD 目出 裕希① めで ゆうき 庄和シャトルズ

6WD 藤江 莉子 ふじえ りこ 庄和シャトルズ

6WD 橋本 佳奈 はしもと かな 庄和シャトルズ
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6WD 古山 羽留 ふるやま はる 庄和シャトルズ

6WD 平野 枝莉④ ひらの えり 庄和シャトルズ

6WD 藤江 真琴 ふじえ まこと 庄和シャトルズ

6WD 長井 沙采 ながい さあや 庄和シャトルズ

4WD 齊藤 莉海② さいとう りみ 庄和シャトルズ

4WD 大久保 こはる② おおくぼ こはる 庄和シャトルズ

6MD 関口 空輝 せきぐち ひろき 上尾ジュニア

6MD 鈴木 俊也 すずき しゅんや 上尾ジュニア

4MD 石井 海斗 いしい かいと 上尾ジュニア

4MD 田中 昂大 たなか こうた 上尾ジュニア

4MD 秋山 優真③ あきやま ゆうま 上尾ジュニア

4MD 松木 裕生② まつき ゆう 上尾ジュニア

6WD 石井 朱里 いしい あかり 上尾ジュニア

6WD 金井 萌恵 かない もえ 上尾ジュニア

6WD 平野 愛佳 ひらの まなか 上尾ジュニア

6WD 駒井 裕羽 こまい ひろは 上尾ジュニア

5WD 長澤 ちひろ ながさわ ちひろ 上尾ジュニア

5WD 新保 友紀乃 しんぼ ゆきの 上尾ジュニア

4WD 駒井 琴羽 こまい ことは 上尾ジュニア

4WD 射越 菜実③ いこし なみ 上尾ジュニア

4WD 長沼 美海② ながぬま みみ 上尾ジュニア

4WD 田中 星夏② たなか ほのか 上尾ジュニア

4WD 関野 萌百花② せきの ももか 上尾ジュニア

4WD 神山 椛② こうやま かえで 上尾ジュニア

5MD 郡 浩史 こおり こうし 上里ジュニア

5MD 郡 奏志 こおり そうし 上里ジュニア

5MD 立石 悠斗 たついし はると 上里ジュニア

5MD 岩田 凌央 いわた りょお 上里ジュニア

5MD 小暮 雄仁 こぐれ かずひと 上里ジュニア

5MD 田嶋 廉④ たじま れん 上里ジュニア

6WD 坪井 実咲 つぼい みさき 上里ジュニア

6WD 島田 珠寿 しまだ  すず 上里ジュニア

6WD 飯島 陽菜稀 いいじま ひなき 上里ジュニア

6WD 井田 ちひろ いだ ちひろ 上里ジュニア

6WD 河内 愛衣 かわうち めい 上里ジュニア

6WD 岩城 未佳 いわき みか 上里ジュニア

5WD 島田 未夢 しまだ みゆ 上里ジュニア

5WD 加川 陽菜 かがわ はるな 上里ジュニア

5WD 鈴木 かれん すずき かれん 上里ジュニア

5WD 菅野 遥南 かんの はるな 上里ジュニア

5WD 今井 夢乃 いまい ゆめの 上里ジュニア

5WD 飯島 佑月④ いいじま ゆづき 上里ジュニア

4WD 黒川 美咲 くろかわ みさき 上里ジュニア

4WD 斎藤 優花 さいとう ゆうか 上里ジュニア
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6MD 成田 伊織 なりた いおり 川口朝日クラブ

6MD 田辺 凌央 たなべ りょう 川口朝日クラブ

6MD 森 俊介 もり しゅんすけ 川口朝日クラブ

6MD 富澤 億人 とみざわ おくと 川口朝日クラブ

5MD 関口 隆行 せきぐち たかゆき 川口朝日クラブ

5MD 駒崎 大成④ こまざき たいせい 川口朝日クラブ

5MD 島田 優樹 しまだ ゆうき 川口朝日クラブ

5MD 龍仙 勇希 りゅうせん ゆうき 川口朝日クラブ

4MD 平田 克輝 ひらた かつき 川口朝日クラブ

4MD 中村 壮志 なかむら そうし 川口朝日クラブ

4MD 佐々木 康成 ささき こうせい 川口朝日クラブ

4MD 栗子 信一③ くりこ のぶかず 川口朝日クラブ

4MD 比家 一修③ ひけ いっしゅう 川口朝日クラブ

4MD 石川 陸斗③ いしかわ りくと 川口朝日クラブ

5WD 杉田 和歌菜 すぎた わかな 川口朝日クラブ

5WD 田中 歩佳 たなか ほのか 川口朝日クラブ

5WD 荒井 胡桃 あらい くるみ 川口朝日クラブ

5WD 栗子 愛海 くりこ まなみ 川口朝日クラブ

5WD 鹿島 明里沙 かしま ありさ 川口朝日クラブ

5WD 箱崎 優吏 はこざき ゆうり 川口朝日クラブ

4WD 芳賀 心羅 はが しゅら 川口朝日クラブ

4WD 荒井 柚香③ あらい ゆずか 川口朝日クラブ

4MD 中岡 光颯蘭 なかおか みそら 大宮ウィナーズ

4MD 稲川 陽大③ いながわ はるひろ 大宮ウィナーズ

6WD 柳沢 萌乃 やなぎさわ もえの 大宮ウィナーズ

6WD 清水 美海④ しみず みう 大宮ウィナーズ

5WD 三田 瑞葉 みた みずは 大宮ウィナーズ

5WD 三田 絢芽 みた あやめ 大宮ウィナーズ

6MD 山田 裕規 やまだ ゆうき 鶴ヶ島

6MD 山本 英人⑤ やまもと ひでと 鶴ヶ島

5MD 中川 秀那 なかがわ しゅうな 鶴ヶ島

5MD 栗野 朝陽② くりの あさひ 鶴ヶ島

5MD 篠田 和太陽 しのだ わたる 鶴ヶ島

5MD 根本 陸 ねもと りく 鶴ヶ島

4MD 伊藤 康太郎② いとう やすたろう 鶴ヶ島

4MD 中川 友那② なかがわ ゆうな 鶴ヶ島

6WD 中村 莉彩 なかむら りさ 鶴ヶ島

6WD 江口 温々香 えぐち ののか 鶴ヶ島

6WD 早坂 晴佳 はやさか はるか 鶴ヶ島

6WD 栗野 美緩 くりの みかん 鶴ヶ島

5WD 長島 果穂 ながしま かほ 鶴ヶ島

5WD 佐野 真奈花④ さの まなか 鶴ヶ島

4WD 中村 美紅 なかむら みく 鶴ヶ島

4WD 正木 媛乃 まさき ひめの 鶴ヶ島
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4WD 山本 一穂 やまもと ひとほ 鶴ヶ島

4WD 山北 奈緒② やまきた なお 鶴ヶ島

4WD 大鐘 心美③ おおがね みみ 鶴ヶ島

4WD 山北 眞緒① やまきた まお 鶴ヶ島

4WD 今泉 紗菜 いまいずみ さな 鶴ヶ島

4WD 遠田 真由 えんだ まゆ 鶴ヶ島

6WD 髙木 愛奈 たかぎ あいな 都幾川シャトルズ

6WD 山田 彩乃 やまだ あやの 嵐山ジュニア

5WD 福田 はんな ふくだ はんな 都幾川シャトルズ

5WD 小泉 歩璃 こいずみ あゆり 都幾川シャトルズ

5WD 桶谷 美縁 おけたに みより 都幾川シャトルズ

5WD 吉野 碧 よしの あおい 都幾川シャトルズ

4WD 根本 陽 ねもと あかり 都幾川シャトルズ

4WD 百川 亜弥 ももかわ あみ 都幾川シャトルズ

6MD 山下 潤也 やました じゅんや 鳩ヶ谷ウイングス

6MD 川島 直也 かわしま なおや 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 藤田 直己 ふじた なおき 鳩ヶ谷ウイングス

6MD 中野 雄一郎 なかの ゆういちろう 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

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

4MD 鈴木 悠太 すずき ゆうた 鳩ヶ谷ウイングス

4MD 石崎 陽明 いしざき はるあき 鳩ヶ谷ウイングス

4MD 中野 柊太郎③ なかの しゅうたろう 鳩ヶ谷ウイングス

4MD 石崎 夏生① いしざき かい 鳩ヶ谷ウイングス

6WD 鈴木 陽向 すずき ひなた 鳩ヶ谷ウイングス

6WD 清水 南光 しみず なみ 鳩ヶ谷ウイングス

6WD 高橋 彩花 たかはし あやか 鳩ヶ谷ウイングス

6WD 萩原 結希⑤ はぎわら ゆき 鳩ヶ谷ウイングス

5WD 本田 胡桃 ほんだ くるみ 鳩ヶ谷ウイングス

5WD 草間 唯花 くさま ゆいか 鳩ヶ谷ウイングス

4WD 宮下 桃佳 みやした ももか 鳩ヶ谷ウイングス

4WD 後藤 万茄 ごとう まな 鳩ヶ谷ウイングス

4WD 萩原 紗月② はぎわら さつき 鳩ヶ谷ウイングス

4WD 高橋 妃菜花① たかはし ひなか 鳩ヶ谷ウイングス

6MD 宇田川 魁星 うだがわ かいせい 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

5WD 木村 菜々子 きむら ななこ 美杉台ダックス

5WD 佐藤 しずく さとう しずく 美杉台ダックス

4WD 木村 咲子② きむら さきこ 美杉台ダックス

4WD 小野 絢葉② おの あやは 美杉台ダックス

5MD 石川 聖幸 いしかわ まさゆき 本庄JBSS

5MD 中塚 稜人 なかつか りょうと 本庄JBSS



H25会長杯ダブルス参加者名簿

種目 選手名 ふりかな 所属

4MD 大出 健太 おおいで けんた 本庄JBSS

4MD 杉浦 希実 すぎうら のぞみ 本庄JBSS

6WD 大澤 芽生 おおさわ めい 本庄JBSS

6WD 中野 美月 なかの みづき 本庄JBSS

5WD 大森 友歌 おおもり ゆうか 本庄JBSS

5WD 浅見 真朋 あざみ まほ 本庄JBSS

4WD 大森 柊果③ おおもり しゅうか 本庄JBSS

4WD 永尾 仁胡③ ながお にこ 本庄JBSS

6MD 中田 琉斗 なかた りゅうと 嵐山ジュニア

6MD 山口 瑛士⑤ やまぐち えいじ 嵐山ジュニア

4MD 鈴木 基以 すずき もとい 嵐山ジュニア

4MD 冨岡 雅斗③ とみおか まさと 嵐山ジュニア

6MD 大熊 青葉 おおくま あおば 蓮田サウス

6MD 河野 樹 こうの いつき 蓮田サウス

6MD 和田 竜 わだ りゅう 蓮田サウス

6MD 松村 拓哉⑤ まつむら たくや 蓮田サウス

5MD 時田 貴章 ときた たかあき 蓮田サウス

5MD 山岡 陸歩③ やまおか ときほ 蓮田サウス

4MD 上野 稜大 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 清野 徹平③ せいの てっぺい 蓮田サウス

4MD 長谷部 匠③ はせべ たくみ 蓮田サウス

6WD 秋庭 美羽 あきば みう 蓮田サウス

6WD 八角 実侑 やすみ みゆ 蓮田サウス

6WD 小島 帆乃果 こじま ほのか 蓮田サウス

6WD 小森 有紗 こもり ありさ 蓮田サウス

6WD 佐々木 花菜 ささき かな 蓮田サウス

6WD 元田 英奈 もとだ はな 蓮田サウス

6WD 上野 美里 うえの みさと 蓮田サウス

6WD 増子 綾乃 ましこ あやの 蓮田サウス

5WD 新田 莉子 にった りこ 蓮田サウス

5WD 関口 未悠 せきぐち みゆ 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 河野 唯織 こうの いおり 蓮田サウス

4WD 加賀谷 空実 かがや くるみ 蓮田サウス

4WD 松岡 美歩③ まつおか みほ 蓮田サウス

4WD 和田 仁香③ わだ にこ 蓮田サウス

4WD 田口 佳奈③ たぐち かな 蓮田サウス

4WD 池田 心③ いけだ しん 蓮田サウス

4WD 元田 ちとせ もとだ ちとせ 蓮田サウス

4WD 加賀谷 弥来② かがや みらい 蓮田サウス

4WD 小森 百華 こもり ももか 蓮田サウス

4WD 金子 愛華 かねこ あいか 蓮田サウス
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4MD 佐伯 駿介 さえき しゅんすけ アップルズ

4MD 大手 柊凪② おおて しゅうな アップルズ

6WD 大手 萌亜 おおて もあ アップルズ

6WD 関根 琴絵 せきね ことえ アップルズ

6WD 鈴木 那菜 すずき なな アップルズ

6WD 市川 莉子⑤ いちかわ りこ アップルズ

5WD 川井田 夏鈴 かわいだ かりん アップルズ

5WD 安田 有希 やすだ ゆき アップルズ

4WD 鈴木 愛 すずき なる アップルズ

4WD 服部 桜子③ はっとり さくらこ アップルズ


