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5MS 遠藤　優介 えんどう　ゆうすけ SHUTTLEKIDS 男子５１ 無
5MS 遠藤　駿介 えんどう　しゅんすけ SHUTTLEKIDS 男子５２ 無
3MS 横沢　颯人 よこさわ　ふうと SHUTTLEKIDS 男子３１ 有
6WS 関根　知夏 せきね　ちなつ SHUTTLEKIDS 女子６１ 無
3WS 関根　春佳 せきね　はるか SHUTTLEKIDS 女子３１ 無
6MS 鶴田　雅久 つるた　がく ＴＥＡＭジュニア 男子６１ 無
3MS 小野寺　開斗 おのでら　かいと ＴＥＡＭジュニア 男子３１ 無
1MS 山﨑　櫂二 やまざき　かいじ ＴＥＡＭジュニア 男子１１ 無
6WS 山岸　杏美 やまぎし　あみ ＴＥＡＭジュニア 女子６１ 無
6WS 里川　さやか さとかわ　さやか ＴＥＡＭジュニア 女子６２ 無
6WS 佐久間　希歩 さくま　のあ ＴＥＡＭジュニア 女子６３ 無
6WS 鈴木　紅緒 すずき　べにお ＴＥＡＭジュニア 女子６４ 無
5WS 大矢　怜奈 おおや　れいな ＴＥＡＭジュニア 女子５１ 無
5WS 渡邊　さつき わたなべ　さつき ＴＥＡＭジュニア 女子５２ 無
5WS 松村　敦季 まつむら　あつき ＴＥＡＭジュニア 女子５３ 無
5WS 臼田　莉緒 うすだ　りお ＴＥＡＭジュニア 女子５４ 無
3WS 鶴田　夏姫 つるた　なぎ ＴＥＡＭジュニア 女子３１ 無
3WS 鈴木　奈々緒 すずき　ななお ＴＥＡＭジュニア 女子３２ 無
6MS 石川　隼大 いしかわ　しゅんた アドバンス 男子６１ 有
5MS 林　雄馬 はやし　ゆうま アドバンス 男子５１ 有
4MS 小貝　拓也 おがい　たくや アドバンス 男子４１ 有
4MS 石山　柊哉 いしやま　しゅうや アドバンス 男子４２ 無
3MS 石川　大翔 いしかわ　だいと アドバンス 男子３１ 有
3MS 阿部　聖也 あべ　せいや アドバンス 男子３２ 無
2MS 鈴木　慶祐 すずき　けいすけ アドバンス 男子２１ 有
6WS 喜入　彩夏 きいれ　あやか アドバンス 女子６１ 有
6WS 貞松　菜帆 さだまつ　なほ アドバンス 女子６２ 有
5WS 飯倉　綾音　 いいくら　あやね アドバンス 女子５１ 有
5WS 鈴木　凛 すずき　りん アドバンス 女子５２ 有
5WS 中澤　紗希 なかざわ　さき アドバンス 女子５３ 有
4WS 中村　恵梨奈 なかむら　えりな アドバンス 女子４１ 有
3WS 中澤　菜緒 なかざわ　なお アドバンス 女子３１ 有
1WS 赤星　きく乃 あかぼし　きくの アドバンス 女子１１ 無
2WS 辻　彩里咲 つじ　ありさ シャトラーズ 女子２１ 無
2WS 佐藤　碧伊 さとう　あおい シャトラーズ 女子２２ 無
4MS 清水　風太 しみず　ふうた チャレンジャー 男子４１ 無
2MS 清水　航輝 しみず　こうき チャレンジャー 男子２１ 有
6MS 好田　朋矢 よした　ともや BEST　SHOT 男子６１ 無
6WS 斉藤　未緒 さいとう　みお BEST　SHOT 女子６１ 無
6WS 佐藤　美羽 さとう　みう BEST　SHOT 女子６２ 無
6WS 富田　若葉 とみだ　わかば BEST　SHOT 女子６３ 無
6WS 荻野　清香 おぎの　さやか BEST　SHOT 女子６４ 無
4WS 島村　陽向 しまむら　ひなた BEST　SHOT 女子４１ 無
5MS 亀山　凌伽 かめやま　りょうが　 羽生ジュニア 男子５１ 有
5MS 飯塚　海斗 いいづか　かいと 羽生ジュニア 男子５２ 有
6WS 白神　明日香 しらがみ　あすか 羽生ジュニア 女子６１ 有
6WS 福島　ひなき ふくしま　ひなき 羽生ジュニア 女子６２ 有
6WS 小久保　未紅 こくぼ　みく 羽生ジュニア 女子６３ 有
5WS 荻原　春菜　 おぎはら　はるな 羽生ジュニア 女子５１ 有
5MS 伊藤　夕矢 いとう　ゆうや 久喜ＡＢＣ 男子５１ 有
1MS 堀米　哲平 ほりごめ　てっぺい 久喜ＡＢＣ 男子１１ 無
6WS 高橋　優希 たかはし　ゆうき 久喜ＡＢＣ 女子６１ 有
5WS 原山　日菜子　 はらやま　ひなこ 久喜ＡＢＣ 女子５１ 有



第１回埼玉県ジュニアバドミントンニューフェイス大会参加者名簿

種目 名前 ふりがな 所属 順 県大出場
4WS 村上　暖乃 むらかみ　のんの 久喜ＡＢＣ 女子４２ 有
4WS 堀米　桃子 ほりごめ　ももこ 久喜ＡＢＣ 女子４１ 有
2WS 松尾　彩音 まつお　あやね 久喜ＡＢＣ 女子２１ 有
6MS 中村　文槻 なかむら　ふみき 幸手白翔 男子６１ 無
6WS 篠崎　碧唯 しのざき　あおい 幸手白翔 女子６１ 無
6WS 新井　海結 あらい　みゆう 幸手白翔 女子６２ 無
4WS 篠崎　緋音 しのざき　あかね 幸手白翔 女子４１ 無
3MS 小堀　善平 こぼり　ぜんぺい 行田バドミントン 男子３１ 無
6WS 小堀　陽世里 こぼり　ひより 行田バドミントン 女子６１ 無
5WS 中井　星樺 なかい　せいか 行田バドミントン 女子５１ 無
3WS 須永　紋菜 かなが　あやな 行田バドミントン 女子３１ 無
6MS 川田　琉偉 かわた　るい リトルスマッシュ 男子６１ 無
3MS 鈴木　優馬 すずき　ゆうま リトルスマッシュ 男子３１ 無
5WS 河野　栞奈 こうの　かんな リトルスマッシュ 女子５１ 無
2WS 関脇　文菜 せきわき　あやな リトルスマッシュ 女子２１ 無
1WS 山田　光咲 やまだ　みさき リトルスマッシュ 女子１１ 無
3MS 清原　慶矢 きよはらけいや 三郷ダックス 男子３１ 有
2MS 兼久　琢臣 かねひさたくみ 三郷ダックス 男子２１ 無
6WS 寺田　智香 てらだともか 三郷ダックス 女子６１ 無
3WS 椎名　美月 しいなみづき 三郷ダックス 女子３１ 有
3WS 廣田　恵 ひろたけい 三郷ダックス 女子３２ 有
2WS 橋本　栞奈 はしもとかんな 三郷ダックス 女子２１ 無
1WS 清原　彩月 きよはらさつき 三郷ダックス 女子１１ 無
5WS 鳥澤瑞希 とりさわみずき 志木ジュニア 女子５１ 有
3WS 加藤優 かとうゆう 志木ジュニア 女子３１ 有・無
2WS 湯本凛音 ゆもとりのん 志木ジュニア 女子２１ 有
5MS 金子　空 かねこ　そら 出羽バドミンタン 男子５２ 無
4MS 加藤　温 かとう　はる 出羽バドミンタン 男子４１ 有
3MS 金子　遥 かねこ　はる 出羽バドミンタン 男子３１ 無
3MS 金子　碧 かねこ　あおい 出羽バドミンタン 男子３２ 無
2MS 守山　大雅 もりやま　たいが 出羽バドミンタン 男子２１ 有
2WS 沼田　明子 ぬまた　あきこ 出羽バドミンタン 女子２１ 有
5WS 黒瀬　綾花 くろせ　あやか 春日部白翔 女子５１ 有
3WS 白鳥　愛和 しらとり　あいな 春日部白翔 女子３１ 有
3WS 山口　蒼唯 やまぐち　あおい 春日部白翔 女子３２ 有
2WS 上村　彩綾 かみむら　さや 春日部白翔 女子２１ 無
2WS 塩澤　幸奈 しおざわ　ゆきな 春日部白翔 女子２２ 無
5MS 川端　怜治 かわばた　れいじ 所沢ジュニア 男子５１ 無
3MS 紺野　天海 こんの　あまみ 所沢ジュニア 男子３１ 無
2MS 熊谷　拓士 くまがい　たくと 所沢ジュニア 男子２１ 無
1MS 小倉　優翔 おぐら　ゆうと 所沢ジュニア 男子１１ 無
5WS 外村　紗葉子 とむら　さよこ 所沢ジュニア 女子５１ 有
5WS 坂本　海羽 さかもと　みう 所沢ジュニア 女子５２ 無
6MS 阿部　隼大 あべ　しゅんた 庄和シャトルズ 男子６１ 有
5MS 関口　幸希 せきぐち　こうき 庄和シャトルズ 男子５１ 有
1MS 目出　裕希 めで　ゆうき 庄和シャトルズ 男子１１ 無
6WS 古山　羽留 ふるやま　はる 庄和シャトルズ 女子６１ 有
6WS 藤江　莉子 ふじえ　りこ 庄和シャトルズ 女子６２ 有
6WS 藤江　真琴 ふじえ　まこと 庄和シャトルズ 女子６３ 無
4MS 石井　海斗 いしい　かいと 上尾ジュニア 男子４１ 有
3MS 秋山　優真 あきやま　ゆうま 上尾ジュニア 男子３１ 有
1MS 石井　陽輝 いしい　はるき 上尾ジュニア 男子１１ 有
6WS 石井　朱里 いしい　あかり 上尾ジュニア 女子６１ 有
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6WS 金井　萌恵 かない　もえ 上尾ジュニア 女子６２ 有
6WS 平野　愛佳 ひらの　まなか 上尾ジュニア 女子６３ 有
6WS 駒井　裕羽 こまい　ひろは 上尾ジュニア 女子６４ 有
4WS 駒井　琴羽 こまい　ことは 上尾ジュニア 女子４１ 有
3WS 射越　菜実 いこし　なみ 上尾ジュニア 女子３１ 有
2WS 関野　萌百花 せきの　ももか　 上尾ジュニア 女子２１ 有
2WS 神山　椛 こうやま　かえだ 上尾ジュニア 女子２２ 有
5MS 島田　優樹 しまだ　ゆうき 川口朝日クラブ 男子５１ 有・無
4MS 佐々木　康成 ささき　こうせい 川口朝日クラブ 男子４１ 有・無
4MS 駒崎　大成 こまざき　たいせい 川口朝日クラブ 男子４２ 有・無
4MS 中村　壮志 なかむら　そうし 川口朝日クラブ 男子４３ 有・無
3MS 比家　一修 ひけ　いっしゅう 川口朝日クラブ 男子３１ 有・無
3MS 栗子　信一 くりこ　のぶかず 川口朝日クラブ 男子３２ 有・無
3MS 石川　陸斗 いしかわ　りくと 川口朝日クラブ 男子３３ 有・無
5WS 荒井　胡桃 あらい　くるみ 川口朝日クラブ 女子５１ 有・無
5WS 杉田　和歌菜 すぎた　わかな 川口朝日クラブ 女子５２ 有・無
5WS 箱崎　優吏 はこざき　ゆうり 川口朝日クラブ 女子５３ 有・無
5WS 栗子　愛海 くりこ　まなみ 川口朝日クラブ 女子５４ 有・無
5WS 三浦　萌子 みうら　もえこ 川口朝日クラブ 女子５５ 有・無
4WS 芳賀　心羅 はが　しゅら 川口朝日クラブ 女子４１ 有・無
3WS 荒井　柚香 あらい　ゆずか 川口朝日クラブ 女子３１ 有・無
3WS 杉田　愛菜 すぎた　あいな 川口朝日クラブ 女子３２ 有・無
2WS 小田　星 おだ　あかり 川口朝日クラブ 女子２１ 有・無
2WS 石井　葵衣 いしい　あおい 川口朝日クラブ 女子２２ 有・無
1WS 島田　理世 しまだ　りせ 川口朝日クラブ 女子１１ 有・無
1WS 芳賀　友羅 はが　ゆうら 川口朝日クラブ 女子１２ 有・無
6MS 井深　雄紀 いぶか　ゆうき ウィナーズ 男子６１ 無
5MS 塚田　奏音 つかだ　かなと ウィナーズ 男子５１ 無
3MS 成田　颯 なりた　はやて ウィナーズ 男子３１ 無
2MS 徳増　堅心 とくます　けんしん ウィナーズ 男子２１ 無
2MS 井深　太智 いぶか　たいち ウィナーズ 男子２２ 無
1MS 中田　樹来 なかだ　いつき ウィナーズ 男子１１ 無
4WS 長谷　若葉 はせ　わかば ウィナーズ 女子４１ 無
4WS 中田　葉月 なかだ　はづき ウィナーズ 女子４３ 無
3WS 塚田　真音 つかだ　まお ウィナーズ 女子３１ 無
1WS 稲川　智香 いながわ　ともか ウィナーズ 女子１１ 無
1WS 成田　桃湖 なりた　ももこ ウィナーズ 女子１２ 無
6MS 山田　裕規 やまだ　ゆうき 鶴ヶ島 男子６１ 有
5MS 中川　秀那 なかがわ　しゅうな 鶴ヶ島 男子５１ 有
5MS 根本　陸 ねもと　りく 鶴ヶ島 男子５２ 有
5MS 篠田　和大陽 しのだ　わたる 鶴ヶ島 男子５３ 有
2MS 遠田　佳伸 えんだ　よしのぶ 鶴ヶ島 男子２１ 有
1MS 森　太陽 もり　たいよう 鶴ヶ島 男子１１ 無
1MS 横山　陽央 よこやま　あきひさ 鶴ヶ島 男子２２ 有
4WS 遠田　真由 えんだ　まゆ 鶴ヶ島 女子４１ 有
3WS 森　陽菜 もり　はるな 鶴ヶ島 女子３１ 有
3WS 大鐘　心美 おおがね　みみ 鶴ヶ島 女子３２ 有
2WS 林　夏波 はやし　かなみ 鶴ヶ島 女子２１ 有
1WS 山北　眞緒 やまきた　まお 鶴ヶ島 女子１１ 有
1WS 大鐘　優菜 おおがね　ゆな 鶴ヶ島 女子１２ 無
1WS 大塚　咲愛 おおつか　さきえ 鶴ヶ島 女子１３ 無
4MS 小室　琢磨 こむろ　たくま 都幾川シャトルズ 男子４１ 無
5WS 桶谷　美縁 おけたに　みより 都幾川シャトルズ 女子５１ 無
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5WS 吉野　碧 よしの　あおい 都幾川シャトルズ 女子５２ 無
4WS 百川　亜弥 ももかわ　あみ 都幾川シャトルズ 女子４１ 無
2WS 長島　深愛 ながしま　みあい 都幾川シャトルズ 女子２１ 無
6MS 滝村　駿 たきむら　しゅん 鳩ヶ谷ウイングス 男子６１ 有
1MS 後藤　洸太 ごとう　こうた 鳩ヶ谷ウイングス 男子１１ 有
1MS 滝村　優 たきむら　ゆう 鳩ヶ谷ウイングス 男子１２ 無
4WS 後藤　万茄 ごとう　まな 鳩ヶ谷ウイングス 女子４１ 有
3WS 諸麦　早和 もろむぎ　さわ 鳩ヶ谷ウイングス 女子３１ 有
1WS 高橋　妃菜花 たかはし　ひなか 鳩ヶ谷ウイングス 女子１１ 無
1MS 千葉　太一 ちば　たいち 蓮田サウス 男子１１ 無


