
学年 種⽬ 総合優勝 優勝 準優勝

⼤澤 史和／⽔村 健⼈ 上野 稜⼤／浜⽥ 隼弥 福岡 祐希／⾼橋 翔太 ⼤屋 光／吉岡 佑樹 沼⽥ 和真／⽥辺 陸⼈ 川崎 翔⾺／川崎 聖⽮ 宮脇 ⼤輝／渡辺 空 杉浦 希実／⼤出 健太

志⽊ジュニア 蓮⽥サウス 鳩ヶ⾕ウイングス チャレンジャー 出⽻バドミンタンジュニアクラブ じゃパンダジュニア 春⽇部⽩翔 本庄シャトルスター

渡辺 凱⽃／村本 拓海 ⼭岡 陸歩／千葉 太⼀ 清野 徹平／横沢 颯⼈ 井⼝ 颯⼈／⼤野 圭 関⼝ 和希／平尾 海⼈ ⼩堀 善平／吉⽥ 康⽣ 福井 ⼤翔／古株 ⼤智

三郷ダックス 蓮⽥サウス 蓮⽥サウス 久喜ＡＢＣ 久喜ＡＢＣ ⾏⽥バドミントン 志⽊ジュニア

中川 友那／伊藤 康太郎 栗野 朝陽／遠⽥ 圭伸 熊⽊ 凌也／村上 ⽇向 中村 ⻯也／津⽥ 光⽣ 有江 琥珀／⽯井 叶夢 伊東 真輝／堀⽶ 哲平 ⼤澤 琉⽣／⼤出 悠⼈ ⽥島 翔／⽚⼭ 陽太

鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ チャレンジャー チャレンジャー ビッキーズ 久喜ＡＢＣ 本庄シャトルスター 久喜ＡＢＣ

中村 美紅／佐野 真奈花 ⿅⽑ 野乃花／鈴⽊ 伶奈 秋庭 夢来／河野 唯織 倉島 美咲／⼤熊 優⾹ 清⽔ 美海／中⽥ 葉⽉ ⽮嶋 幸／⾕野 桃花 堀信 采⽮乃／松⼾ 温 宮下 桃佳／坂原 由姫

中村 美紅／佐野 真奈花 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ ビッキーズ 蓮⽥サウス 三郷ダックス ⼤宮ウイナーズ 志⽊ジュニア 所沢ジュニア 鳩ヶ⾕ウイングス

鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 髙橋 未成／沼⽥ 智咲 野⼝ 彩花／⾺渕 ⼄葉 正⽊ 媛乃／⼭本 ⼀穂 笠原 梨緒／好⽥ 朱夏 倉益 美千⾹／⼩笠原 志歩 百川 亜弥／根本 陽 守⼭ 愛琉／川原 歩⽔ ⼋⾓ 真帆／加賀⾕ 空実

所沢ジュニア ＳＧＡ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ ⼩川ドリーム 志⽊ジュニア 都幾川シャトルズ 出⽻バドミンタンジュニアクラブ 蓮⽥サウス

⼩島 紗季／渡邊 美結 中根 明⽇⾹／垣内 由莉愛 椎名 美⽉／妹尾 真花 岩渕 真愛／服部 桜⼦ 内⽥ 実来／須永 紋菜 伊藤 唯乃／鈴⽊ 美咲 ⼤鐘 ⼼美／森 陽菜 関根 春佳／飯塚 咲⽉

⼩島 紗季／渡邊 美結 ＳＧＡ 所沢ジュニア 三郷ダックス ビッキーズ ⾏⽥バドミントン 久喜ＡＢＣ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ ＳＧＡ

ＳＧＡ 松岡 美歩／池⽥ ⼼ ⾨倉 菜⽉／関⼝ 彩 鶴⽥ 彩乃／廣⽥ 恵 榎本 友⾥彩／扇⾕ 若奈 射越 菜実／⻑沼 美海 永尾 仁胡／⼤森 柊果 ⼤和⽥ 彩⽻／福家 ⽻純 ⽩⿃ 愛和／上村 彩綾

蓮⽥サウス ⼩川ドリーム 三郷ダックス ビッキーズ 上尾ジュニア 本庄シャトルスター 加須スターズ 春⽇部⽩翔

吾妻 佳奈／⼩林 南緒 萩原 紗⽉／⾼橋 妃菜花 染⾕ ⽔雲／⾕野 瑞⽉ 渡辺 結妃／中野 ⽂乃 宮城 ⻘空／⽇野原 颯 ⽥中 星夏／⻑澤 さくら ⼭北 奈緒／林 夏波 ⼤鐘 優菜／⼤塚 咲愛

吾妻 佳奈／⼩林 南緒 チャレンジャー 鳩ヶ⾕ウイングス 志⽊ジュニア 本庄シャトルスター 三郷ダックス 上尾ジュニア 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ

チャレンジャー 湯本 凜⾳／櫻井 優⾹ ⿊川 璃⼦／⾼津 愛花 ⼭北 眞緒／伊藤 康乃 細井 華奈／辻 彩⾥咲 加賀⾕ 弥来／榎本 紗楓 松⼾ 星／⽯川 希花 加藤 未姫／野中 望来 久保⽥ 類／阿部 果凛

志⽊ジュニア 春⽇部⽩翔 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ チャレンジャー 蓮⽥サウス 所沢ジュニア ビッキーズ 志⽊ジュニア

⼥⼦の部 ５年 ダブルス

４年

６年 ダブルス

ダブルス

男⼦の部

６年 ダブルス

５年 ダブルス

４年 ダブルス

第２７回会⻑杯争奪ジュニアバドミントンダブルス⼤会

⽇程・会場 平成２８年１⽉１７⽇(⽇) 久喜市総合体育館第１体育館
平成２８年１⽉２３⽇(⼟) 久喜市総合体育館第１・２体育館

３位 ベスト８


