
学年 種⽬ 優勝 準優勝
福⽥ 祐弥／伊藤 聡⾺ 熊⽊ 倖也／⼩林 卓⾺ 郡 浩史／郡 奏志 鈴⽊ 俊也／宮脇 ⼤輝⑤ ⼭本 英⼈／中川 秀那 松永 宏樹／近藤 友也 杉若 怜之／川端 怜治 島⽥ 優樹／⿓仙 勇希

出⽻バト チャレンジャー 上⾥ジュニア 春⽇部⽩翔 鶴ヶ島 久喜ジュニア 所沢ジュニア 川⼝朝⽇
⾼橋 翔太／福岡 祐希 鈴⽊ 悠太／⽯崎 陽明 上野 稜⼤／浜⽥ 隼弥 加藤 温／沼⽥ 和真 富⽥ 成貴／富⽥ 光貴 ⼩⾙  拓也／⽯川 ⼤翔④ ⼤屋 光／上⽥ 恵也 杉浦 希実／⼤出 健太

鳩ヶ⾕ 鳩ヶ⾕ 蓮⽥サウス 出⽻バト 志⽊ジュニア アドバンス チャレンジャー 本庄シャトルスター
伊藤 康太郎③／中川 友那③ 村本 拓海／⽷⾕ ひかる 横沢 颯⼈／井⼝ 颯⼈ ⼭崎 歩／渡辺 空 清野 徹平／⻑⾕部 匠 津⽥ 光⽣③／中村 ⻯也③ ⽯崎 夏⽣②／後藤 洸太① ⾦⼦ 碧／⾦⼦ 遥

鶴ヶ島 三郷ダックス シャトルキッズ 春⽇部⽩翔 蓮⽥サウス チャレンジャー 鳩ヶ⾕ 出⽻バト
佐藤 くるみ／加藤 響 ⽷⾕ あかり／⽯川 穂乃⾹ 関野 ⾥真／荘野 美鈴 萩原 結希／草間 唯花 熊⾕ 瞳／内⽥ 莉⾥花 熊⾕ 理⼦／外村 紗葉⼦ 飯倉 綾⾳／中村 恵梨奈 福⽥ はんな／⼩泉 歩璃

三郷ダックス 三郷ダックス チャレンジャー 鳩ヶ⾕ チャレンジャー 所沢ジュニア アドバンス 都幾川
⼋⾓ 真帆／秋庭 夢来 ⾚崎 愛／⽮嶋 幸 加賀⾕ 空実／河野 唯織 ⾼橋 未成／沼⽥ 智咲 佐々⽊ ⽇詩／島尻 みなみ 佐野 真奈花／⼭本 ⼀穂 ⿅⽑ 野乃花／鈴⽊ 伶奈 笠原 梨緒／好⽥ 朱夏

蓮⽥サウス 志⽊ジュニア 蓮⽥サウス 所沢ジュニア ＳＧＡ 鶴ヶ島 ビッキーズ ⼩川ドリーム
⼩島 紗季／渡邊 美結 ⽥⼝ 佳奈／池⽥ ⼼ 椎名 美⽉／廣⽥ 恵 ⼩林 南緒③／吾妻 佳奈③ 垣内 由莉愛／垣内 杏南② ⼭北 眞緒②／伊藤 康乃① 萩原 紗⽉③／⾼橋 妃菜花② 射越 菜実／⻑沼 美海

ＳＧＡ 蓮⽥サウス 三郷ダックス チャレンジャー 所沢ジュニア 鶴ヶ島 鳩ヶ⾕ 上尾ジュニア
松村 拓哉 ⼭本 ⼀輝 熊⽥ 圭修 ⼋重樫 涼平 塚⽥ 奏⾳ ⽣⽥⽬ 知樹 時⽥ 貴章 星 雄⼈
蓮⽥サウス 所沢ジュニア チャレンジャー シャトルキッズ ⼤宮ウィナーズ ビッキーズ 蓮⽥サウス 志⽊ジュニア
坪倉 太陽 岩城 慎 ⼤澤 史和 平⽥ 透和 星 ⼤翔 ⼆宮 彬裕 藤岡 勇⽮ 曽我 亜⾥
出⽻バト 三郷ダックス 志⽊ジュニア チャレンジャー 志⽊ジュニア 久喜ＡＢＣ 所沢ジュニア 所沢ジュニア
⼭岡 陸歩 ⽔村 健⼈ 中野 柊太郎 渡辺 凱⽃ 栗野 朝陽③ 熊⽊ 凌也③ 稲川 陽⼤ 岩⽥ 莉玖
蓮⽥サウス 志⽊ジュニア 鳩ヶ⾕ 三郷ダックス 鶴ヶ島 チャレンジャー ⼤宮ウィナーズ ⼩川ドリーム
⼭根 千遥 ⽥中 寿奈 本⽥ 胡桃 ⼭⽥ 希歩 ⼩野⽥ 紗季 新⽥ 莉⼦ 冨塚 真優⼦ ⼩磯 維織

所沢ジュニア 所沢ジュニア 鳩ヶ⾕ ⼩川ドリーム ＴＥＡＭジュニア 蓮⽥サウス チャレンジャー 志⽊ジュニア
倉島 美咲 村⽊ 善知 中村 美紅 正⽊ 媛乃 堀信 采⽮乃 宮下 桃佳 近藤 泉実 守⼭ 愛琉

三郷ダックス 志⽊ジュニア 鶴ヶ島 鶴ヶ島 所沢ジュニア 鳩ヶ⾕ シャトルキッズ 出⽻バト
松岡 美歩 中根 明⽇⾹ ⼭北 奈緒③ 加賀⾕ 弥来③ 鶴⽥ 彩乃 和⽥ 仁⾹ ⽯井 夢楓 ⼩笠原 志歩
蓮⽥サウス 所沢ジュニア 鶴ヶ島 蓮⽥サウス 三郷ダックス 蓮⽥サウス ビッキーズ 志⽊ジュニア

⽇程・会場 平成２6年８⽉２3⽇(⼟) 久喜市総合体育館第１・第２
平成２6年８⽉２4⽇(⽇) 久喜市総合体育館第１

第３１回埼⽟県⼩学⽣バドミントン⼤会（兼第2３回全国⼩学⽣バドミントン⼤会埼⽟県予選会）
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