
名簿一覧

種⽬ 選⼿名 ふりがな 所属(略称) 学年 付加情報
AWS 海⽼沢 珠希 えびさわ たまき ＳＧＡ 6 ⼥⼦A１
AWS 湊⾕ 帆⾹ みなとや ほのか ＳＧＡ 6 ⼥⼦A２
AWS 野⼝ 彩花 のぐち あうやか ＳＧＡ 5 ⼥⼦A３
BWS ⼩島 紗季 こじま さき ＳＧＡ 4 ⼥⼦B１
BWS 渡邊 美結 わたなべ みゆ ＳＧＡ 4 ⼥⼦B２
AMS ⼋重樫 涼平 やえがし りょうへい シャトルキッズ 6 男⼦A１
AMS 坂⽥ 来⼈ さかた らいと シャトルキッズ 6 男⼦A２
BMS 横沢 颯⼈ よこさわ ふうと シャトルキッズ 4 男⼦B１
BMS 井⼝ 颯⼈ いぐち そうと シャトルキッズ 4 男⼦B２
AWS 近藤 泉実 こんどう いずみ シャトルキッズ 5 ⼥⼦A１
AWS 遠藤 愛 えんどう まな シャトルキッズ 6 ⼥⼦A２
BWS 関根 春佳 せきね はるか シャトルキッズ 4 ⼥⼦B１
CMS 池⽥ 治之 いけだ はるゆき Power Hitters Max 2 男⼦C１
AMS ⼭下 諒⾺ やました りょうま ＴＥＡＭジュニア 5 男⼦A１
BMS ⼭﨑 ⼀弥 やまざき いちや ＴＥＡＭジュニア 4 男⼦B１
BMS ⼩野寺 開⽃ おのでら かいと ＴＥＡＭジュニア 4 男⼦B２
BMS 藤⼭ ⼤和 ふじやま やまと ＴＥＡＭジュニア 4 男⼦B３
CMS ⼭﨑 櫂⼆ やまざき かいじ ＴＥＡＭジュニア 2 男⼦C１
AWS ⼩野⽥ 紗季 おのだ さき ＴＥＡＭジュニア 6 ⼥⼦A１
BWS 鶴⽥ 夏姫 つるた なぎ ＴＥＡＭジュニア 4 ⼥⼦B１
AMS ⼩⾙ 拓也 おがい たくや アドバンス 5 男⼦A１
BMS ⽯川 ⼤翔 いしかわ だいと アドバンス 4 男⼦B１
AWS 飯倉 綾⾳ いいくら あやね アドバンス 6 ⼥⼦A１
AWS 中村 恵梨奈 なかむら えりな アドバンス 5 ⼥⼦A２
CWS ⾚星 きく乃 あかぼし きくの アドバンス 2 ⼥⼦C１
BMS 堀⼝ 魁⽃ ほりぐち かいと イーストフレンド 4 男⼦B１
CWS 堀⼝ 魅⽉ ほりぐち みづき イーストフレンド 2 ⼥⼦C１
CWS ⾦沢 莉帆 かなざわ りほ イーストフレンド 2 ⼥⼦C２
BMS 久國 勇⽣ ひさくに ゆうき シャトラーズ 4 男⼦B１
AWS 久國 加乃 ひさくに かの シャトラーズ 6 ⼥⼦A１
BWS ⼭根 成葉 やまね なるは シャトラーズ 4 ⼥⼦B１
BWS 辻 彩⾥咲 つじ ありさ シャトラーズ 3 ⼥⼦B２
AMS 川崎 翔⾺ かわさき しょうま   じゃパンダジュニア 5 男⼦A１
BMS 宮⽥ ⼤輔 みやた だいすけ じゃパンダジュニア 4 男⼦B１
BMS 川崎 聖⽮ かわさき せいや じゃパンダジュニア 3 男⼦B２
CMS ⼩島 洸翔 こじま ひろと じゃパンダジュニア 1 男⼦C１
AWS 澤柳 天⾳ さわやなぎ あまね じゃパンダジュニア 5 ⼥⼦A１
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BWS 澤柳 穂⾹ さわやなぎ ほのか じゃパンダジュニア 3 ⼥⼦B１
AMS 熊⽥ 圭修 くまだ けいすけ チャレンジャー 6 男⼦A１
AMS 熊⽊ 倖也 くまき ゆきや チャレンジャー 6 男⼦A２
AMS ⼩林 卓⾺ こばやし たくま チャレンジャー 6 男⼦A３
AMS 平⽥ 透和 ひらた とわ チャレンジャー 5 男⼦A４
AMS ⼤屋 光 おおや ひかる チャレンジャー 5 男⼦A５
BMS 熊⽊ 凌也 くまき りょうや チャレンジャー 3 男⼦B１
BMS 津⽥ 光⽣ つだ こうせい チャレンジャー 3 男⼦B２
BMS 中村 ⻯也 なかむら たつや チャレンジャー 3 男⼦B３
BMS 飯⽥ 悠楽 いいだ ゆら チャレンジャー 3 男⼦B４
BMS 清⽔ 航輝 しみず こうき チャレンジャー 3 男⼦B５
CMS ⼤澤 快晴 おおさわ かいせい チャレンジャー 2 男⼦C１
AWS 関野 ⾥真 せきの りま チャレンジャー 6 ⼥⼦A１
AWS 冨塚 真優⼦ とみづか まゆこ チャレンジャー 6 ⼥⼦A２
AWS 荘野 美鈴 そうの みすず チャレンジャー 6 ⼥⼦A３
AWS 北⼭ 茉実 きたやま まみ チャレンジャー 5 ⼥⼦A４
BWS ⼩林 南緒 こばやし なお チャレンジャー 3 ⼥⼦B１
BWS 熊⾕ 明⽇実 くまがい あすみ チャレンジャー 4 ⼥⼦B２
AMS ⽣⽥⽬ 知樹 なばため ともき ビッキーズ 6 男⼦A１
CMS ⽯井 叶夢 いしい かなめ ビッキーズ 1 男⼦C１
AWS ⿅⽑ 野乃花 かげ ののか ビッキーズ 5 ⼥⼦A１
BWS ⽯井 夢楓 いしい ゆめか ビッキーズ 4 ⼥⼦B１
BWS 扇⾕ 若奈 おおぎや わかな ビッキーズ 4 ⼥⼦B２
AMS 伊藤 ⼣⽮ いとう ゆうや 久喜ＡＢＣ 6 男⼦A２
AMS ⼆宮 彬裕 にのみや あきひろ 久喜ＡＢＣ 5 男⼦A１
BMS ⼤野  圭 おおの けい 久喜ＡＢＣ 3 男⼦B１
BMS 原⼭ 敦地 はらやま たいち 久喜ＡＢＣ 3 男⼦B２
CMS 堀⽶ 哲平 ほりごめ てっぺい 久喜ＡＢＣ 2 男⼦C１
AWS ⻘⽊ 菜花 あおき さいか 久喜ＡＢＣ 5 ⼥⼦A１
BWS 伊藤 唯乃 いとう ゆいの 久喜ＡＢＣ 4 ⼥⼦B１
BWS 鈴⽊ 美咲 すずき みさき 久喜ＡＢＣ 4 ⼥⼦B２
AMS 今井 隆貴 いまい りゅうき ⾏⽥バドミントン 6 男⼦A１
BMS ⼩堀 善平 こぼり ぜんぺい ⾏⽥バドミントン 4 男⼦B１
BMS 三⽥ 史向 みた みさき ⾏⽥バドミントン 3 男⼦B２
AWS 中井 星樺 なかい せいか ⾏⽥バドミントン 6 ⼥⼦A１
BWS 内⽥ 実来 うちだ みく ⾏⽥バドミントン 4 ⼥⼦B１
AMS 秋⼭ 亮輔 あきやま りょうすけ 鴻巣ﾘﾄﾙ 6 男⼦A１
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BMS 鈴⽊ 優⾺ すずき ゆうま 鴻巣ﾘﾄﾙ 4 男⼦B１
AWS 河野 栞奈 こうの かんな 鴻巣ﾘﾄﾙ 6 ⼥⼦A１
AMS 岩城 慎 いわき しん 三郷ダックス 5 男⼦A１
AMS 島根 潤 しまね じゅん 三郷ダックス 6 男⼦A２
BMS 村本 拓海 むらもと たくみ 三郷ダックス 4 男⼦B１
BMS ⽷⾕ ひかる いとや ひかる 三郷ダックス 4 男⼦B２
BMS 渡辺 凱⽃ わたなべ かいと 三郷ダックス 4 男⼦B３
BMS ⼩柳 泰知 こやなぎ たいち 三郷ダックス 4 男⼦B４
BMS 清原 慶⽮ きよはら けいや 三郷ダックス 4 男⼦B５
BMS 兼久 琢⾂ かねひ さたくみ 三郷ダックス 3 男⼦B６
AWS 佐藤 くるみ さとう くるみ 三郷ダックス 6 ⼥⼦A１
AWS 倉島 美咲 くらしま みさき 三郷ダックス 5 ⼥⼦A２
AWS 加藤 響 かとう ひびき 三郷ダックス 6 ⼥⼦A３
AWS ⽷⾕ あかり いとや あかり 三郷ダックス 6 ⼥⼦A４
AWS ⽯川 穂乃⾹ いしかわ ほのか 三郷ダックス 6 ⼥⼦A５
BWS 鶴⽥ 彩乃 つるた あやの 三郷ダックス 4 ⼥⼦B１
BWS 椎名 美⽉ しいな みづき 三郷ダックス 4 ⼥⼦B２
CWS 清原 彩⽉ きよはら さつき 三郷ダックス 2 ⼥⼦C１
AMS ⼤澤 史和 おおさわ ふみかず 志⽊ジュニア 5 男⼦A１
AMS 星 雄⼈ ほし ゆうと 志⽊ジュニア 6 男⼦A２
AMS 星 ⼤翔 ほし ひろと 志⽊ジュニア 5 男⼦A３
BMS ⽔村 健⼈ みずむら けんと 志⽊ジュニア 4 男⼦B１
BMS 古株 ⼤智 こかぶ だいち 志⽊ジュニア 3 男⼦B２
AWS ⼩磯 維織 こいそ いおり 志⽊ジュニア 6 ⼥⼦A１
AWS 村⽊ 善知 むらき うと 志⽊ジュニア 5 ⼥⼦A２
AWS ⽮嶋 幸 やじま ゆき 志⽊ジュニア 5 ⼥⼦A３
AWS ⾚崎 愛 あかさき あい 志⽊ジュニア 5 ⼥⼦A４
AWS ⿃澤 瑞希 とりさわ みずき 志⽊ジュニア 6 ⼥⼦A５
BWS ⼩笠原 志歩 おがさわら しほ 志⽊ジュニア 4 ⼥⼦B１
BWS 湯本 凜⾳ ゆもと りのん 志⽊ジュニア 3 ⼥⼦B２
CWS 久保⽥ 類 くぼた るい 志⽊ジュニア 2 ⼥⼦C１
AMS 福⽥ 祐弥 ふくだ ゆうや 出⽻バドミンタン 6 男⼦A１
AMS 坪倉 太陽 つぼくら たいよう 出⽻バドミンタン 5 男⼦A２
AMS 沼⽥ 和真 ぬまた かずま 出⽻バドミンタン 5 男⼦A３
AMS 伊藤 聡⾺ いとう そうま 出⽻バドミンタン 6 男⼦A４
AMS 鈴⽊ 啓⼰ すずき ひろき 出⽻バドミンタン 6 男⼦A５
BMS 守⼭ ⼤雅 もりやま たいが 出⽻バドミンタン 3 男⼦B１
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BMS ⾦⼦ 碧 かねこ あおい 出⽻バドミンタン 4 男⼦B２
BMS ⾦⼦ 遥 かねこ はる 出⽻バドミンタン 4 男⼦B３
AWS 守⼭ 愛琉 もりやま あいる 出⽻バドミンタン 5 ⼥⼦A１
BWS 川原 歩⽔ かわはら あゆみ 出⽻バドミンタン 4 ⼥⼦B１
CWS 坪倉 美佳 つぼくら みか 出⽻バドミンタン 2 ⼥⼦C１
AMS 鈴⽊ 俊也 すずき しゅんや 春⽇部⽩翔 6 男⼦A１
AMS 宮脇 ⼤輝 みやわき だいき 春⽇部⽩翔 5 男⼦A２
BMS ⼭﨑 歩 やまざき あゆむ 春⽇部⽩翔 4 男⼦B１
BMS 渡辺 空 わたなべ そら 春⽇部⽩翔 4 男⼦B２
AWS ⿊瀬 綾花 くろせ あやか 春⽇部⽩翔 6 ⼥⼦A１
BWS ⽩⿃ 愛和 しらとり あいな 春⽇部⽩翔 4 ⼥⼦B１
BWS ⼭⼝ 蒼唯 やまぐち あおい 春⽇部⽩翔 4 ⼥⼦B２
CWS 川⽥ 茉雪 かわだ まゆき 春⽇部⽩翔 2 ⼥⼦C１
CWS ⾼津 愛花 たかつ まなか 春⽇部⽩翔 2 ⼥⼦C２
AMS ⼭本 ⼀輝 やまもと かずき 所沢ジュニア 6 男⼦A１
AMS 杉若 怜之 すぎわか れの 所沢ジュニア 6 男⼦A２
BMS 紺野 天海 こんの あまみ 所沢ジュニア 4 男⼦B１
BMS 熊⾕ 拓⼠ くまがい たくと 所沢ジュニア 3 男⼦B２
CMS ⼩倉 優翔 おぐら ゆうと 所沢ジュニア 2 男⼦C１
AWS ⽥中 寿奈 たなか ひさな 所沢ジュニア 6 ⼥⼦A１
AWS ⼭根 千遥 やまね ちはる 所沢ジュニア 6 ⼥⼦A２
AWS ⾼橋 未成 たかはし みな 所沢ジュニア 5 ⼥⼦A３
BWS 中根 明⽇⾹ なかね あすか 所沢ジュニア 4 ⼥⼦B１
CWS 垣内 杏南 かいとう あんな 所沢ジュニア 2 ⼥⼦C１
AMS 福島 正⼀郎 ふくしま しょういちろう ⼩川ドリーム 6 男⼦A１
BMS 岩⽥ 莉玖 いわた りく ⼩川ドリーム 4 男⼦B１
AWS ⼭⽥ 希歩 やまだ のあ ⼩川ドリーム 6 ⼥⼦A１
AWS 笠原 梨緒 かさはら りお ⼩川ドリーム 5 ⼥⼦A２
BWS ⾨倉 菜⽉ かどくら なつき ⼩川ドリーム 4 ⼥⼦B１
BWS 島﨑 愛菜 しまざき あいな ⼩川ドリーム 4 ⼥⼦B２
AMS ⽬出 春輝 めで はるき 庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ 6 男⼦A１
CMS ⽬出 裕希 めで ゆうき 庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ 2 男⼦C１
AWS 平野 枝莉 ひらの えり 庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ 5 ⼥⼦A１
AWS 新保 友紀乃 しんぼ ゆきの 上尾ジュニア 6 ⼥⼦A１
AWS ⻑澤 ちひろ ながさわ ちひろ 上尾ジュニア 6 ⼥⼦A２
AMS 郡 浩史 こおり こうし 上⾥ジュニア 6 男⼦A１
AMS 郡 奏志 こおり そうし 上⾥ジュニア 6 男⼦A２
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AMS ⽴⽯ 悠⽃ たついし はると 上⾥ジュニア 6 男⼦A３
AMS 岩⽥ 凌央 いわた りょお 上⾥ジュニア 6 男⼦A４
AWS ⿊川 美咲 くろかわ みさき 上⾥ジュニア 5 ⼥⼦A１
BWS ⽥中 朝海 たなか あさみ 上⾥ジュニア 4 ⼥⼦B１
BWS 島⽥ 夢奈 しまだ ゆめな 上⾥ジュニア 4 ⼥⼦B２
BMS 稲川 陽⼤ いながわ はるひろ ⼤宮ウィナーズ 4 男⼦B１
BMS 成⽥ 颯 なりた はやて ⼤宮ウィナーズ 4 男⼦B２
BMS 井深 太智 いぶか たいち ⼤宮ウィナーズ 3 男⼦B３
AWS 清⽔ 美海 しみず みう ⼤宮ウィナーズ 5 ⼥⼦A１
CWS 稲川 智⾹ いながわ ともか ⼤宮ウィナーズ 2 ⼥⼦C１
AMS ⼭本 英⼈ やまもと ひでと 鶴ヶ島 6 男⼦A１
BMS 伊藤 康太郎 いとう やすたろう 鶴ヶ島 3 男⼦B１
BMS 中川 友那 なかがわ ゆうな 鶴ヶ島 3 男⼦B２
BMS 栗野 朝陽 くりの あさひ 鶴ヶ島 3 男⼦B３
CMS 森 太陽 もり たいよう 鶴ヶ島 2 男⼦C１
AWS 正⽊ 媛乃 まさき ひめの 鶴ヶ島 5 ⼥⼦A１
AWS 中村 美紅 なかむら みく 鶴ヶ島 5 ⼥⼦A２
AWS ⻑島 果穂 ながしま かほ 鶴ヶ島 6 ⼥⼦A３
AWS ⼭本 ⼀穂 やまもと ひとほ 鶴ヶ島 5 ⼥⼦A４
BWS ⼤鐘 ⼼美 おおがね みみ 鶴ヶ島 4 ⼥⼦B１
BWS 森 陽菜 もり はるな 鶴ヶ島 4 ⼥⼦B２
CWS 伊藤 康乃 いとう やすの 鶴ヶ島 1 ⼥⼦C１
CWS ⼭北 眞緒 やまきた まお 鶴ヶ島 2 ⼥⼦C２
CWS ⼤塚 咲愛 おおつか さきえ 鶴ヶ島 2 ⼥⼦C３
CWS ⼤鐘 優菜 おおがね ゆな 鶴ヶ島 2 ⼥⼦C４
CWS ⼩坂 碧⽉ こさか みづき 鶴ヶ島 1 ⼥⼦C５
AMS 鈴⽊ 悠太 すずき ゆうた 鳩ヶ⾕ウイングス 5 男⼦A１
AMS ⽯崎 陽明 いしざき はるあき 鳩ヶ⾕ウイングス 5 男⼦A２
AMS ⾼橋 翔太 たかはし しょうた 鳩ヶ⾕ウイングス 5 男⼦A３
AMS 福岡 祐希 ふくおか ゆうき 鳩ヶ⾕ウイングス 5 男⼦A４
BMS 中野 柊太郎 なかの しゅうたろう 鳩ヶ⾕ウイングス 4 男⼦B１
CMS ⽯崎 夏⽣ いしざき かい 鳩ヶ⾕ウイングス 2 男⼦C１
CMS 後藤 洸太 ごとう こうた 鳩ヶ⾕ウイングス 1 男⼦C２
CMS 滝村 優 たきむら ゆう 鳩ヶ⾕ウイングス 2 男⼦C３
AWS 本⽥ 胡桃 ほんだ くるみ 鳩ヶ⾕ウイングス 6 ⼥⼦A１
AWS 草間 唯花 くさま ゆいか 鳩ヶ⾕ウイングス 6 ⼥⼦A２
AWS 宮下 桃佳 みやした ももか 鳩ヶ⾕ウイングス 5 ⼥⼦A３
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AWS 萩原 結希 はぎわら ゆき 鳩ヶ⾕ウイングス 6 ⼥⼦A４
BWS 萩原 紗⽉ はぎわら さつき 鳩ヶ⾕ウイングス 3 ⼥⼦B１
CWS ⾼橋 妃菜花 たかはし ひなか 鳩ヶ⾕ウイングス 2 ⼥⼦C１
AMS 杉浦 希実 すぎうら のぞみ 本庄シャトルスター 5 男⼦A１
AMS ⽯川 聖幸 いしかわ まさゆき 本庄シャトルスター 6 男⼦A２
CMS ⼤澤 流⽣ おおさわ りゅう 本庄シャトルスター 2 男⼦C１
CMS ⼤出 悠⼈ おおいで はると 本庄シャトルスター 2 男⼦C２
AWS 浅⾒ 真朋 あざみ まほ 本庄シャトルスター 6 ⼥⼦A１
BWS 永尾 仁胡 ながお にこ 本庄シャトルスター 4 ⼥⼦B１
BWS ⼤森 柊果 おおもり しゅうか 本庄シャトルスター 4 ⼥⼦B２
AMS 松村 拓哉 まつむら たくや 蓮⽥サウス 6 男⼦A１
AMS 時⽥ 貴章 ときた たかあき 蓮⽥サウス 6 男⼦A２
AMS 上野 稜⼤ うえの りょうた 蓮⽥サウス 5 男⼦A３
AMS 浜⽥ 隼弥 はまだ しゅんや 蓮⽥サウス 5 男⼦A４
BMS ⼭岡 陸歩 やまおか ときほ 蓮⽥サウス 4 男⼦B１
BMS 清野 徹平 せいの てっぺい 蓮⽥サウス 4 男⼦B２
BMS ⻑⾕部 匠 はせべ たくみ 蓮⽥サウス 4 男⼦B３
CMS 千葉 太⼀ ちば たいち 蓮⽥サウス 2 男⼦C１
AWS ⼋⾓ 真帆 やすみ まほ 蓮⽥サウス 5 ⼥⼦A１
AWS 新⽥ 莉⼦ にった りこ 蓮⽥サウス 6 ⼥⼦A２
AWS 加賀⾕ 空実 かがや くるみ 蓮⽥サウス 5 ⼥⼦A３
AWS 秋庭 夢来 あきば むく 蓮⽥サウス 5 ⼥⼦A４
AWS 河野 唯織 こうの いおり 蓮⽥サウス 5 ⼥⼦A５
BWS 松岡 美歩 まつおか みほ 蓮⽥サウス 4 ⼥⼦B１
BWS 加賀⾕ 弥来 かがや みらい 蓮⽥サウス 3 ⼥⼦B２
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