
第2回ニューフェイス大会参加者名簿 2014/10/7

種別 ⽒名 ひらかな 所属 学年 順
3WS 平川 朋佳 ひらかわ ともか グロファミリー 3 ⼥⼦３１
5WS 坂本 和奏 さかもと わかな ＳＧＡ 5 ⼥⼦５１
4WS 菅原 凛奈 すがわら りんな ＳＧＡ 4 ⼥⼦４１
4WS 林⽥ 萌 はやしだ もえ ＳＧＡ 4 ⼥⼦４２
4WS 朴 娜姸 ぱく なよん ＳＧＡ 4 ⼥⼦４３
4WS 飯塚 咲⽉ いいづか さつき ＳＧＡ 4 ⼥⼦４４
4WS 千葉 陽真梨 ちば ひまり ＳＧＡ 4 ⼥⼦４４
4WS 寺澤 ⾵⾹ てらさわ ふうか ＳＧＡ 4 ⼥⼦４５
2MS 池⽥ 治之 いけだ はるゆき パワーヒッターズ 男⼦２１
5MS ⼭下 諒⾺ やました りょうま ＴＥＡＭジュニア 5 男⼦５１
4MS 嶋⽥ 朝⽇ しまだ あさひ ＴＥＡＭジュニア 4 男⼦４１
6WS ⼤⽮ 怜奈 おおや れいな ＴＥＡＭジュニア 6 ⼥⼦６１
6WS 渡邊 さつき わたなべ さつき ＴＥＡＭジュニア 6 ⼥⼦６２
6WS ⾅⽥ 莉緒 うすだ りお ＴＥＡＭジュニア 6 ⼥⼦６３
6WS 今福 綾乃 いまふく あやの ＴＥＡＭジュニア 6 ⼥⼦６４
6WS 松村 敦季 まつむら あつき ＴＥＡＭジュニア 6 ⼥⼦６５
4WS 星野 美咲 ほしの みさき ＴＥＡＭジュニア 4 ⼥⼦４１
3WS 鈴⽊ ⽉雫 すずき ゆな ＴＥＡＭジュニア 3 ⼥⼦３１
5WS ⾺場 彩加 ばば あやか アドバンス 5 ⼥⼦５１
4WS 新井 萌々⾹  あらい ももか アドバンス 4 ⼥⼦４１
4MS 堀⼝ 魁⽃ ほりぐち かいと イーストフレンド 4 男⼦４１
2WS ⾦沢 莉帆 かなざわ りほ イーストフレンド 2 ⼥⼦２１
2WS 堀⼝ 魅⽉ ほりぐち みづき イーストフレンド 2 ⼥⼦２２
6MS 海⽼根 祥吾 えびね しょうご シャトラーズ 6 男⼦６１
6MS ⼤⽊ 蒼司 おおき そうし シャトラーズ 6 男⼦６２
6WS 久國 加乃 ひさくに かの シャトラーズ 6 ⼥⼦６１
5WS ⽥中 優⾐ たなか ゆい シャトラーズ 5 ⼥⼦５１
4WS ⼭根 成葉 やまね なるは シャトラーズ 4 ⼥⼦４１
1MS ⼩島 洸翔 こじま ひろと じゃパンダジュニア 1 男⼦１１
5WS ⻑ 夢乃 ちょう ゆめの じゃパンダジュニア 5 ⼥⼦５１
5WS 嘉陽 幸笑 かよう さちえ じゃパンダジュニア 5 ⼥⼦５２
1WS 嘉陽 花絵 かよう はなえ じゃパンダジュニア 1 ⼥⼦１１
3MS 飯⽥ 悠楽 いいだ ゆら チャレンジャー 3 男⼦３１
3MS 村上 ⽇向 むらかみ ひなた チャレンジャー 3 男⼦３２
5WS 内⽥ 純美礼 うちだ すみれ チャレンジャー 5 ⼥⼦５１
5WS 棚澤 美咲 たなざわ みさき ⽻っ⼦熊⾕ 5 ⼥⼦５１
4WS 清⽔ 美玖 しみず みく ⽻っ⼦熊⾕ 4 ⼥⼦４１
6MS ⻲⼭ 凌伽 かめやま りょうが ⽻⽣ｊｒ 6 男⼦６１
6MS ⽥⼝ 悠⼈ たぐち ゆうと ⽻⽣ｊｒ 6 男⼦６２
6MS 飯塚 海⽃ いいつか かいと ⽻⽣ｊｒ 6 男⼦６３
3MS ⼭藤 ⼤地 さんとう だいち ⽻⽣ｊｒ 3 男⼦３１
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6WS 中澤 花奈帆 なかざわ かなほ ⽻⽣ｊｒ 6 ⼥⼦６１
6WS 萩原 春菜 はぎわら はるな ⽻⽣ｊｒ 6 ⼥⼦６２
4WS 佐藤 寧々 さとう ねね ⽻⽣ｊｒ 4 ⼥⼦４１
4WS 沖⽥ 美海 おきた みうな ⽻⽣ｊｒ 4 ⼥⼦４２
4WS 増⽥ ゆい ますだ ゆい ⽻⽣ｊｒ 4 ⼥⼦４３
4WS ⾼⾕ ⼼優 たかたに みゆ ⽻⽣ｊｒ 4 ⼥⼦４４
3WS 柴⽥ 菜々美 しばた ななみ ⽻⽣ｊｒ 3 ⼥⼦３１
4WS 坂本 咲花 さかもと さくら 加須スターズ 4 ⼥⼦４１
4WS ⽥中 啓予 たなか ひろよ 加須スターズ 4 ⼥⼦４２
4WS 福家 ⽻純 ふくいえ はすみ 加須スターズ 4 ⼥⼦４３
2WS 徳永 倫佳 とくなが のりか 加須スターズ 2 ⼥⼦２１
1WS 島崎 莉央 しまざき りお 加須スターズ 1 ⼥⼦１１
1WS 影⼭ 惺南 かげやま せな 加須スターズ 1 ⼥⼦１２
5MS 牧野 美命 まきの みこと 久喜ＡＢＣ 5 男⼦５１
4MS 関⼝ 和希 せきぐち かずき 久喜ＡＢＣ 4 男⼦４１
2MS 伊東 真輝 いとう まさき 久喜ＡＢＣ 2 男⼦２１
5WS 村上 暖乃 むらかみ のんの 久喜ＡＢＣ 5 ⼥⼦５１
5WS ⽵﨑 綾⾹ たけさき あやか 久喜ＡＢＣ 5 ⼥⼦５２
5WS 井元 あかり いもと あかり 久喜ＡＢＣ 5 ⼥⼦５３
5WS 関⼝ 英⾥ せきぐち えり 久喜ＡＢＣ 5 ⼥⼦５４
4WS ⽥川 にな たがわ にな 久喜ＡＢＣ 4 ⼥⼦４１
4WS 荒井 那⽉ あらい なつき 久喜ＡＢＣ 4 ⼥⼦４２
4WS 菊地 彩那 きくち あやな 久喜ＡＢＣ 4 ⼥⼦４３
1WS ⼋嶋 未來 やしま みく 久喜ＡＢＣ 1 ⼥⼦１１
6WS ⼯藤 優喜 くどう ゆうき 幸⼿⽩翔 6 ⼥⼦６１
5WS ⽥沼 歩夢 たぬま あゆ 幸⼿⽩翔 5 ⼥⼦５１
5WS 篠崎 緋⾳ しのざき あかね 幸⼿⽩翔 5 ⼥⼦５２
5WS ⼩城 ⽉海 こしろ つきみ 幸⼿⽩翔 5 ⼥⼦５３
5WS ⻄間庭 桃⼦ にしまにわ ももこ 幸⼿⽩翔 5 ⼥⼦５４
4WS 杉⼭ 礼奈 すぎやま れいな 幸⼿⽩翔 4 ⼥⼦４１
4MS 吉⽥ 康⽣ よしだ こうせい ⾏⽥バドミントン 4 男⼦４１
4WS 須永 紋菜 すなが あやな ⾏⽥バドミントン 4 ⼥⼦４１
3MS 兼久 琢⾂ かねひさ たくみ 三郷ダックス 3 男⼦３１
3MS 稲⽣ 遙希 いのう はるき 三郷ダックス 3 男⼦３２
3WS 橋本 栞奈 はしもと かんな 三郷ダックス 3 ⼥⼦３１
5MS 湯本 蓮 ゆもと れん 志⽊ジュニア 5 男⼦５１
4MS 福井 ⼤翔 ふくい やまと 志⽊ジュニア 4 男⼦４１
6WS 染⾕ 優 そめや ゆう 志⽊ジュニア 6 ⼥⼦６１
4WS 伊東 芽⽣  いとう めい 志⽊ジュニア 4 ⼥⼦４１
4WS 平岡 凛 ひらおか りん 志⽊ジュニア 4 ⼥⼦４２
4WS 志賀 菜々美 しが ななみ 志⽊ジュニア 4 ⼥⼦４３
3WS 染⾕ ⽔雲 そめや みう 志⽊ジュニア 3 ⼥⼦２１
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1WS 湯本 姿⽉ ゆもと しづき 志⽊ジュニア 年⻑ ⼥⼦１１
1WS 櫻井 梨⾹ さくらい りか 志⽊ジュニア 年⻑ ⼥⼦３１
6MS ⼩島 慎也 こじま しんや 春⽇部⽩翔 6 男⼦６１
4MS ⿃⽻ 梓 とば あずさ 春⽇部⽩翔 4 男⼦４１
2MS 宮﨑 史弥  みやざき ふみや 春⽇部⽩翔 2 男⼦２１
2MS 互 成那 たがい せな 春⽇部⽩翔 2 男⼦２２
5WS 互 愛結 たがい あゆ 春⽇部⽩翔 5 ⼥⼦５１
3WS 塩澤 幸奈 しおざわ ゆきな 春⽇部⽩翔 3 ⼥⼦３１
3WS ⼭下 ほの⾹ やました ほのか 春⽇部⽩翔 3 ⼥⼦３２
3WS ⼤庭 千緋呂 おおば ちひろ 春⽇部⽩翔 3 ⼥⼦３３
3WS 東良 奈波 ひがしら ななみ 春⽇部⽩翔 3 ⼥⼦３４
2WS 川⽥ 茉雪 かわだ まゆき 春⽇部⽩翔 2 ⼥⼦２１
2WS ⾼津 愛花 たかつ まなか 春⽇部⽩翔 2 ⼥⼦２２
1WS ⼭﨑 ひかる やまざき ひかる 春⽇部⽩翔 1 ⼥⼦１１
1MS 藤岡 ⼼将 ふじおか しんすけ 所沢ジュニア 1 男⼦１１
1WS ⽯川 ⾥琴 いしかわ りこ 所沢ジュニア 1 ⼥⼦１１
6MS 関⼝ 幸希 せきぐち こうき 庄和シャトルズ 6 男⼦６１
5MS 吉⽥ 康太 よしだ こうた 庄和シャトルズ 5 男⼦５１
2MS 村松 史祥 むらまつ みさき 庄和シャトルズ 2 男⼦２１
4WS ⿊澤 望美 くろさわ のぞみ 庄和シャトルズ 4 ⼥⼦４１
3WS 斎藤 莉海 さいとう りみ 庄和シャトルズ 3 ⼥⼦３１
3WS 安藤 結⾐ あんどう ゆい 庄和シャトルズ 3 ⼥⼦３２
5MS ⽯井 海⽃ いしい かいと 上尾ジュニア 5 男⼦５１
5MS ⽥中 昂⼤ たなか こうた 上尾ジュニア 5 男⼦５２
4MS 秋⼭ 優真 あきやま ゆうま 上尾ジュニア 4 男⼦４１
4MS 菱沼 晴⼈ ひしぬま はると 上尾ジュニア 4 男⼦４２
3MS 松⽊ 裕⽣ まつき ゆう 上尾ジュニア 3 男⼦３１
3MS 松本 拓⼰ まつもと たくみ 上尾ジュニア 3 男⼦３２
2MS ⽯井 陽輝 いしい はるき 上尾ジュニア 2 男⼦２１
6WS ⻑澤 ちひろ ながさわ ちひろ 上尾ジュニア 6 ⼥⼦６１
6WS 新保 友紀乃 しんぼ ゆきの 上尾ジュニア 6 ⼥⼦６２
6WS 島⽥ 千織 しまだ ちおり 上尾ジュニア 6 ⼥⼦６３
5WS 駒井 琴⽻ こまい ことは 上尾ジュニア 5 ⼥⼦５１
4WS ⾼⽊ 聖奈 たかぎ せいな 上尾ジュニア 4 ⼥⼦４１
4WS 島⽥ 咲弥 しまだ さくや 上尾ジュニア 4 ⼥⼦４２
4WS ⾼⽥ 和⾹ たかだ わか 上尾ジュニア 4 ⼥⼦４３
3WS ⽥中 星夏 たなか ほのか 上尾ジュニア 3 ⼥⼦３１
3WS ⻑澤 さくら ながさわ さくら 上尾ジュニア 3 ⼥⼦３２
3WS 成瀬 結菜 なるせ ゆな 上尾ジュニア 3 ⼥⼦３３
3WS ⼩林 千紘 こばやし ちひろ 上尾ジュニア 3 ⼥⼦３４
2WS ⾼⽊ 美嘉 たかぎ みひろ 上尾ジュニア 2 ⼥⼦２１
4MS 五⼗嵐 聖 いがらし せい 川⼝朝⽇クラブ 4 男⼦４１
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4MS 井崎 巧 いざき こう 川⼝朝⽇クラブ 4 男⼦４２
4MS 栗⼦ 信⼀ くりこ のぶかず 川⼝朝⽇クラブ 4 男⼦４３
6WS 杉⽥ 和歌菜 すぎた わかな 川⼝朝⽇クラブ 6 ⼥⼦６１
6WS 三浦 萌⼦ みうら もえこ 川⼝朝⽇クラブ 6 ⼥⼦６２
6WS 栗⼦ 愛海 くりこ まなみ 川⼝朝⽇クラブ 6 ⼥⼦６３
6WS 荒井 胡桃 あらい くるみ 川⼝朝⽇クラブ 6 ⼥⼦６４
5WS 芳賀 ⼼羅 はが しゅら 川⼝朝⽇クラブ 5 ⼥⼦５１
5WS 橋本 のあ はしもと のあ 川⼝朝⽇クラブ 5 ⼥⼦５２
4WS 杉⽥ 愛菜 すぎた あいな 川⼝朝⽇クラブ 4 ⼥⼦４１
4WS 荒井 柚⾹ あらい ゆずか 川⼝朝⽇クラブ 4 ⼥⼦４２
3WS ⼩⽥ 星 おだ あかり 川⼝朝⽇クラブ 3 ⼥⼦３１
3WS ⽯井 葵⾐ いしい あおい 川⼝朝⽇クラブ 3 ⼥⼦３２
3WS 菊池 恵美 きくち えみ 川⼝朝⽇クラブ 3 ⼥⼦３３
2WS 芳賀 友羅 はが ゆうら 川⼝朝⽇クラブ 2 ⼥⼦２１
2WS 島⽥ 理世 しまだ りせ 川⼝朝⽇クラブ 2 ⼥⼦２２
1WS 朝倉 みなみ あさくら みなみ 川⼝朝⽇クラブ 1 ⼥⼦１１
2MS 中⽥ 樹来 なかだ いつき ⼤宮ウィナーズ 男⼦２１
5WS 中⽥ 葉⽉ なかだ はづき ⼤宮ウィナーズ ⼥⼦５１
5WS ⼩坂 真優 こさか まゆう ⼤宮ウィナーズ ⼥⼦５２
5WS 平沼 若菜 ひらぬま わかな ⼤宮ウィナーズ ⼥⼦５３
4WS ⼾沢 絆那 とざわ はんな ⼤宮ウィナーズ ⼥⼦４１
3WS 星野 咲妃 ほしの さき ⼤宮ウィナーズ ⼥⼦３１
2WS ⼩坂 ⽂乃 こさか ふみの ⼤宮ウィナーズ ⼥⼦２１
2MS 植松 汐仁 うえまつ きよひと 鶴ヶ島 2 男⼦２１
3MS ⻄⾺ ⼤⽣ にしうま だいき 鳩ヶ⾕ウイングス 3 男⼦３１
3MS 川嵜 汰⼀ かわさき たいち 鳩ヶ⾕ウイングス 3 男⼦３２
2MS 滝村 優 たきむら ゆう 鳩ヶ⾕ウイングス 2 男⼦２１
6WS ⼤熊 優菜 おおくま ゆうな 鳩ヶ⾕ウイングス 6 ⼥⼦６１
5WS ⽮⽥ 明⽇⾹ やだ あすか 鳩ヶ⾕ウイングス 5 ⼥⼦５１
4WS 坂原 由姫 さかはら ゆき 鳩ヶ⾕ウイングス 4 ⼥⼦４１
3WS ⼤熊 希空 おおくま のあ 鳩ヶ⾕ウイングス 3 ⼥⼦３１
1WS ⿑藤 愛杏 さいとう めいあ 鳩ヶ⾕ウイングス 1 ⼥⼦１１
6WS 野⾒⼭ 奈々 のみやま なな BBC 6 ⼥⼦６１
6WS ⽵内 明⽇⾹ たけうち あすか BBC 6 ⼥⼦６２
6WS 橋本 亜⽉ はしもと あづき BBC 6 ⼥⼦６３
6WS 丹野 華 たんの はな BBC 6 ⼥⼦６１
6WS 原島 美穂 はらしま みほ BBC 6 ⼥⼦６２
5WS 内⽥ 奈津⼦ うちだなつこ BBC 5 ⼥⼦５１
3MS 今枝 拓海 いまえだ たくみ 与野ジュニア 3 男⼦３１
5WS 今枝 尚美 いまえだ なおみ 与野ジュニア 5 ⼥⼦５１
3MS ⼩島 果⽻留 こじま はうる 蓮⽥サウス 3 男⼦３１
5WS ⾦⼦ 愛華 かねこ あいか 蓮⽥サウス 5 ⼥⼦５１
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4WS 中野 友瑛 なかの ともえ 蓮⽥サウス 4 ⼥⼦４１
4WS ⾦⼦ 芽梨愛 かねこ めりあ 蓮⽥サウス 4 ⼥⼦４２
2WS ⾦⼦ 梨花 かねこ りんか 蓮⽥サウス 2 ⼥⼦２１
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