
参加者名簿

種⽬ 選⼿名 ふりがな 所属(略称) 学年 付加情報 備考
6WS1 内⽥ 奈津⼦ うちだ なつこ BBC 6 ⼥⼦６１
6WS1 ⽔⾺ 七海 みずま ななみ BBC 6 ⼥⼦６２
6WS1 藤野 ⽇向 ふじの ひなた BBC 6 ⼥⼦６３
5WS1 成澤 絹 なりさわ きぬ BBC 5 ⼥⼦５１
5MS1 坂本 碧城 さかもと あおき Growth 5 男⼦５１
1WS1 渡邊 きよら わたなべ きよら Growth 1 ⼥⼦１１
6WS2 平澤 咲夏 ひらさわ さやか Growth 6 ⼥⼦６１
5WS2 阿部 友理華 あべ ゆりか Growth 5 ⼥⼦５１
5WS2 薩摩 知⾥ さつま ちさと Growth 5 ⼥⼦５２
4WS2 平澤 七海 ひらさわ ななみ Growth 4 ⼥⼦４１
3WS2 阿部 華⽉ あべ かづき Growth 3 ⼥⼦３１
5WS1 林⽥ 萌 はやしだ もえ ＳＧＡ 5 ⼥⼦５１
5WS1 寺澤 ⾵⾹ てらさわ ふうか ＳＧＡ 5 ⼥⼦５２
5WS1 平⼭ 陽菜 ひらやま はるな ＳＧＡ 5 ⼥⼦５３
5WS1 関根 春佳 せきね はるか ＳＧＡ 5 ⼥⼦５４
3WS1 尾崎 愛実 おざき あみ ＳＧＡ 3 ⼥⼦３１
3WS1 平⼭ 陽向 ひらやま ひなた ＳＧＡ 3 ⼥⼦３２
2WS1 ⼭⽥ 希乃夏 やまだ ののか ＳＧＡ 2 ⼥⼦２１
2WS1 松⽊ 陽葵 まつき ひなた ＳＧＡ 2 ⼥⼦２２
5WS2 朴 ナヨン ぱく なよん ＳＧＡ 5 ⼥⼦５１
5WS2 新井 ⽇⾹理 あらい ひかり ＳＧＡ 5 ⼥⼦５２
4WS2 ⽊村 遥 きむら はるか ＳＧＡ 4 ⼥⼦４１
3WS2 岡本 ひなた おかもと ひなた ＳＧＡ 3 ⼥⼦３１
4MS1 林 拓磨 はやし たくま パワーヒッターズ 4 男⼦４１
5MS1 ⼩野寺 開⽃ おのでら かいと TEAMジュニア 5 男⼦５１
5MS1 藤⼭ ⼤和 ふじやま やまと TEAMジュニア 5 男⼦５２
5MS1 嶋⽥ 朝⽇ しまだ あさひ TEAMジュニア 5 男⼦５３
4MS1 ⼤井 輝 おおい ひかる TEAMジュニア 4 男⼦４１
3MS1 ⼭﨑 櫂⼆ やまざき かいじ TEAMジュニア 3 男⼦３１
3MS1 ⽵川 侑輔 たけかわ ゆうすけ TEAMジュニア 3 男⼦３２
6WS1 新村 蒼⼦ にいむら そうこ TEAMジュニア 6 ⼥⼦６１
5WS1 鶴⽥ 夏姫 つるた なぎ TEAMジュニア 5 ⼥⼦５１
5WS1 ⼋藤後 美緒 やとうご みお TEAMジュニア 5 ⼥⼦５２
1WS1 新村 郷⼦ にいむら さとこ TEAMジュニア 1 ⼥⼦１１
3MS2 ⼭下 陸 やました りく TEAMジュニア 3 男⼦３１
3MS2 ⼭下 遥⼈ やました はると TEAMジュニア 1 男⼦３２
6WS2 楊枝 和佳奈 ようじ わかな TEAMジュニア 6 ⼥⼦６１
5WS2 星野 美咲 ほしの みさき TEAMジュニア 5 ⼥⼦５１
4WS2 鈴⽊ ⽉雫 すずき ゆな TEAMジュニア 4 ⼥⼦４１
4WS2 多度津 蒼⾐ たどつ あおい TEAMジュニア 4 ⼥⼦４２
3WS2 武藤 ⾥緒 むとう りお TEAMジュニア 2 ⼥⼦３１
3WS2 ⽩⽯ 愛結 しらいし あゆ TEAMジュニア 1 ⼥⼦３２
6MS1 ⽯⼭ 柊哉 いしやま しゅうや アドバンス 6 男⼦６１
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5MS1 阿部 聖也 あべ せいや アドバンス 5 男⼦５１
5MS1 ⼭⼦ ⻁太郎 やまね こたろう アドバンス 5 男⼦５２
6WS1 ⽯村 ⽇南 いしむら ひな アドバンス 6 ⼥⼦６１
5WS1 中澤 菜緒 なかざわ なお アドバンス 5 ⼥⼦５１
5WS1 新井 萌々⾹ あらい ももか アドバンス 5 ⼥⼦５２
5WS1 深⽔ ひより ふかみず ひより アドバンス 5 ⼥⼦５３
3WS1 森⽥ 倖珠 もりた こうみ アドバンス 3 ⼥⼦３１
3WS1 佐藤 千⾵ さとう ちかぜ アドバンス 3 ⼥⼦３２
3WS1 ⾚星 きく乃 あかぼし きくの アドバンス 3 ⼥⼦３３
1WS1 佐藤 空菜 さとう そらな アドバンス 1 ⼥⼦１１
5WS2 ⼤橋 蕾菜 おおはし れな アドバンス 5 ⼥⼦５１
5WS2 伊藤 美優 いとう みゆう アドバンス 5 ⼥⼦５２
3WS2 伊藤 由珠 いとう ゆず アドバンス 3 ⼥⼦３１
3WS2 川﨑 俐奈 かわさき りな アドバンス 3 ⼥⼦３２
5MS1 堀⼝ 魁⽃ ほりぐち かいと イーストフレンド 5 男⼦５１
3WS1 ⾦沢 莉帆 かなざわ りほ イーストフレンド 3 ⼥⼦３１
1MS1 ⾇⽥ 遼⽻ ますだ りょう いるまっしゅ 年⻑ 男⼦１１
2WS1 ⾇⽥ 優⽻ ますだ ゆう いるまっしゅ 2 ⼥⼦２１
5MS1 井上 蒼真 いのうえ そうま シャトラーズ 5 男⼦５１
5WS1 佐原 ⽻⾳ さはら はおと シャトラーズ 5 ⼥⼦５１
5MS2 森本 翼 もりもと つばさ シャトラーズ 5 男⼦５１
2MS1 佐原 快⾶ さはら はやと シャトラーズ 2 男⼦２１
3WS2 ⼤瀧 ⼼咲 おおたき みさき シャトラーズ 3 ⼥⼦３１
1WS1 ⼤瀧 歩未 おおたき あゆみ シャトラーズ 1 ⼥⼦１１
5MS1 宮⽥ ⼤輔 みやた だいすけ じゃパンダジュニア 5 男⼦５１
5MS1 ⾦⼦ 光⼤ かねこ こうだい じゃパンダジュニア 5 男⼦５２
4MS1 岡崎 詩 おかざき うた じゃパンダジュニア 4 男⼦４１
4MS1 安部 ⽇彩 あべ ひいろ じゃパンダジュニア 4 男⼦４２
6WS1 澤柳 天⾳ さわやなぎ あまね じゃパンダジュニア 6 ⼥⼦６１
6WS1 ⻑ 夢乃 ちょう ゆめの じゃパンダジュニア 6 ⼥⼦６２
6WS1 安部 有咲 あべ ありさ じゃパンダジュニア 6 ⼥⼦６３
6WS1 嘉陽 幸笑 かよう さちえ じゃパンダジュニア 6 ⼥⼦６４
1WS1 ⼩島 ⽻奏 こじま わかな じゃパンダジュニア 1 ⼥⼦１１
6MS1 吉岡 佑樹 よしおか ゆうき チャレンジャー 6 男⼦６１
3MS1 ⼤澤 快晴 おおさわ かいせい チャレンジャー 3 男⼦３１
5MS1 太⽥ 脩 おおた しゅう ⽻っ⼦熊⾕ 5 男⼦５１
2MS1 清⽔ 暖⽃ しみず だんと ⽻っ⼦熊⾕ 2 男⼦２１
6WS1 蜂⾕ ひなの はちや ひなの ⽻っ⼦熊⾕ 6 ⼥⼦６１
6WS1 栗原 諭美 くりはら さとみ ⽻っ⼦熊⾕ 6 ⼥⼦６２
6WS1 棚澤 美咲 たなざわ みさき ⽻っ⼦熊⾕ 6 ⼥⼦６３
4WS1 松本 ⽻蘭 まつもと うらん ⽻っ⼦熊⾕ 4 ⼥⼦４１
2WS1 棚澤 ⾥緒 たなざわ りお ⽻っ⼦熊⾕ 2 ⼥⼦２１
2WS1 栗原 利沙 くりはら りさ ⽻っ⼦熊⾕ 2 ⼥⼦２２
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5WS2 関根 千華 せきね ちか ⽻っ⼦熊⾕ 5 ⼥⼦５１
5WS2 新井 結㮈 あらい ゆいな ⽻っ⼦熊⾕ 5 ⼥⼦５２
3WS2 新井 美紗紀 あらい みさき ⽻っ⼦熊⾕ 3 ⼥⼦３１
6MS1 熊崎 ⼤和 くまさき やまと ⽻⽣ｊｒ 6 男⼦６１
6WS1 ⼤澤 神⽉ おおさわ かんな ⽻⽣ｊｒ 6 ⼥⼦６１
5WS1 沖⽥ 美海 おきた みうな ⽻⽣ｊｒ 5 ⼥⼦５１
5WS1 佐藤 寧々 さとう ねね ⽻⽣ｊｒ 5 ⼥⼦５２
5WS1 増⽥ ゆい ますだ ゆい ⽻⽣ｊｒ 5 ⼥⼦５３
5WS1 増⽥ 信恵 ますだ のぶえ ⽻⽣ｊｒ 5 ⼥⼦５４
4WS1 柴⽥ 菜々美 しばた ななみ ⽻⽣ｊｒ 4 ⼥⼦４１
4WS1 ⾼⼭ 紗織合 たかやま さおり ⽻⽣ｊｒ 4 ⼥⼦４２
5WS1 ⼤和⽥ 彩⽻ オオワダ アヤハ 加須スターズ 5 ⼥⼦５１
5WS1 福家 ⽻純 フクイエ ハスミ 加須スターズ 5 ⼥⼦５２
5WS1 坂本 咲花 サカモト サクラ 加須スターズ 5 ⼥⼦５３
5WS1 ⽥中 啓予 タナカ ヒロヨ 加須スターズ 5 ⼥⼦５４
3WS1 徳永 倫佳 トクナガ ノリカ 加須スターズ 3 ⼥⼦３１
4MS2 ⾦ 悠⼈ コン ハルト 加須スターズ 4 男⼦４１
3MS2 福家 幸祐 フクイエ コウスケ 加須スターズ 2 男⼦３１
5WS2 飯塚 美葵 イイヅカ ミキ 加須スターズ 5 ⼥⼦５１
5WS2 清⽔ 来瞳 シミズ クルメ 加須スターズ 5 ⼥⼦５２
4WS2 宮崎 百萌 ミヤザキ モモエ 加須スターズ 4 ⼥⼦４１
3WS2 宮崎 ⼀花 ミヤザキ イチカ 加須スターズ 1 ⼥⼦３１
5MS1 平尾 海⼈ ひらお かいと 久喜ＡＢＣ 5 男⼦５１
4MS1 ⽥島 翔 たじま しょう 久喜ＡＢＣ 4 男⼦４１
2MS1 宮内 直翔 みやうち なおと 久喜ＡＢＣ 2 男⼦２１
1MS1 伊藤 ⼀星 いとう いっせい 久喜ＡＢＣ 1 男⼦１１
3WS1 鴨⽥ 真歩 かもだ まほ 久喜ＡＢＣ 3 ⼥⼦３１
2WS1 松本 沙和⼦ まつもと さわこ 久喜ＡＢＣ 2 ⼥⼦２１
1WS1 ⽥島 澪 たじま みお 久喜ＡＢＣ 1 ⼥⼦１１
4MS2 芝⼝ 輝 しばぐち てる 久喜ＡＢＣ 4 男⼦４１
4MS2 ⽚⼭ 陽太 かたやま ひなた 久喜ＡＢＣ 4 男⼦４２
6WS2 宮内 結奈 みやうち ゆいな 久喜ＡＢＣ 6 ⼥⼦６１
4WS2 野村 優⽉ のむら ゆづき 久喜ＡＢＣ 4 ⼥⼦４１
6WS1 ⽥沼 歩夢 たぬま あゆ 春⽇部⽩翔 6 ⼥⼦６１
6WS1 篠崎 緋⾳ しのざき あかね 幸⼿⽩翔 6 ⼥⼦６２
6WS1 ⼩城 ⽉海 こしろ つきみ 幸⼿⽩翔 6 ⼥⼦６３
6WS1 武井 陽佳 たけい はるか 幸⼿⽩翔 6 ⼥⼦６４
6WS1 松永 彩花 まつなが あやか 幸⼿⽩翔 6 ⼥⼦６５
5WS1 杉⼭ 礼奈 すぎやま れいな 幸⼿⽩翔 5 ⼥⼦５１
5WS1 武井 由佳 たけい ゆか 幸⼿⽩翔 5 ⼥⼦５２
3WS2 岡 千聖 おか ちひろ 幸⼿⽩翔 3 ⼥⼦３１
3WS2 林 楓姫 はやし りのん 幸⼿⽩翔 3 ⼥⼦３２
3WS2 板⿐ 穂佳 いたはな ほのか 幸⼿⽩翔 3 ⼥⼦３３
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3MS2 ⽯川 悟 いしかわ さとし ⾏⽥バドミントン 3 男⼦３１
6WS2 ⽯川 未紗 いしかわ みさ ⾏⽥バドミントン 6 ⼥⼦６１
5WS2 甲賀 美優 こうが みゆ ⾏⽥バドミントン 5 ⼥⼦５１
4WS2 今井 友美 いまい ゆみ ⾏⽥バドミントン 4 ⼥⼦４１
6MS1 佐々⽊ 脩道 ささき なおみち リトルスマッシュ 6 男⼦６１
6WS1 原澤 笙 はらさわ しょう リトルスマッシュ 6 ⼥⼦６１
6WS1 佐藤 遥⾹ さとう はるか リトルスマッシュ 6 ⼥⼦６２
4WS1 関脇 ⽂菜 せきわき あやな リトルスマッシュ 4 ⼥⼦４１
3WS1 ⼭⽥ 光咲 やまだ みさき リトルスマッシュ 3 ⼥⼦３１
4MS2 加藤 諒⼤ かとう りょうた リトルスマッシュ 4 男⼦４１
2MS1 加藤 颯太 かとう そうた リトルスマッシュ 2 男⼦２１
4WS2 関根 真⾐ せきね まい リトルスマッシュ 4 ⼥⼦４１
4WS2 真下 まどか ましも まどか リトルスマッシュ 4 ⼥⼦４２
2WS1 ⼾坂 未葵 とさか みき リトルスマッシュ 2 ⼥⼦２１
2WS1 本間 琴美 ほんま ことみ リトルスマッシュ 2 ⼥⼦２２
2WS1 ⼤塚 ⼼結 おおつか さゆ リトルスマッシュ 2 ⼥⼦２３
2WS1 真下 杏 ましも あん リトルスマッシュ 2 ⼥⼦２４
6MS1 ⼩室 ⿓童 こむろ りゅうどう 三郷ダックス 6 男⼦６１
5MS1 清原 慶⽮ きよはら けいや 三郷ダックス 5 男⼦５１
5MS1 知念 和駿 ちねん かずま 三郷ダックス 5 男⼦５２
4MS1 川上 貴之 かわかみ たかゆき 三郷ダックス 4 男⼦４１
3MS1 篠⽥ 凌太郎 しのだ りょうたろう 三郷ダックス 3 男⼦３１
1MS1 椎名 洸介 しいな こうすけ 三郷ダックス 1 男⼦１１
5WS1 篠⽥ 希乃佳 しのだ ののか 三郷ダックス 5 ⼥⼦５１
4WS1 橋本 栞奈 はしもと かんな 三郷ダックス 4 ⼥⼦４１
3WS2 武⽥ 沙綾 たけだ さあや 三郷ダックス 3 ⼥⼦３１
3WS2 ⽥島 潮⾳ たじま しおん 三郷ダックス 3 ⼥⼦３２
3WS2 知念 美桜 ちねん みお 三郷ダックス 3 ⼥⼦３３
2WS1 ⾼⽥ 沙都 たかだ さと 三郷ダックス 2 ⼥⼦２１
1WS1 ⼩野 美桜 おの みお 三郷ダックス 1 ⼥⼦１１
1WS1 岩城 瑚々奈 いわき ここな 三郷ダックス 1 ⼥⼦１２
1WS1 稲⽣ 海優  いのう みひろ 三郷ダックス 1 ⼥⼦１３
1WS1 知念 杏奈 ちねん あんな 三郷ダックス 1 ⼥⼦１４
6MS1 湯本 蓮 ゆもと れん 志⽊ジュニア 6 男⼦６１
4MS1 清⽔ 瑠⽃ しみず ると 志⽊ジュニア 4 男⼦４１
4MS1 福岡 義⼈ ふくおか よしと 志⽊ジュニア 4 男⼦４２
4WS1 冨⽥ 美緒 とみた みお 志⽊ジュニア 4 ⼥⼦４１
2WS1 越野 花菜 こしの はな 志⽊ジュニア 2 ⼥⼦２１
1WS1 河村 実⾥ かわむら みり 志⽊ジュニア 1 ⼥⼦１１
1WS1 櫻井 梨⾹ さくらい りか 志⽊ジュニア 1 ⼥⼦１２
3MS1 互 成那 たがい せな 春⽇部⽩翔 3 男⼦３１
2MS1 永澤 健太  ながさわ けんた 春⽇部⽩翔 2 男⼦２１
6WS1 互 愛結 たがい あゆ 春⽇部⽩翔 6 ⼥⼦６１
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4WS1 塩澤 幸奈 しおざわ ゆきな 春⽇部⽩翔 4 ⼥⼦４１
4WS1 ⼤庭 千緋呂 おおば ちひろ 春⽇部⽩翔 4 ⼥⼦４２
4WS1 東良 奈波 ひがしら ななみ 春⽇部⽩翔 4 ⼥⼦４３
2WS1 押⽥ 果⼣ おしだ かや 春⽇部⽩翔 2 ⼥⼦２１
2WS1 中村 ⼼咲 なかむら みさき 春⽇部⽩翔 2 ⼥⼦２２
1WS1 ⽩⿃ 玲菜 しらとり れいな 春⽇部⽩翔 1 ⼥⼦１１
1WS1 関根 悠乃 せきね ゆの 春⽇部⽩翔 1 ⼥⼦１２
1WS1 関根 菜乃 せきね なの 春⽇部⽩翔 幼 ⼥⼦１３
1WS1 ⼩川 ⼣⾥花 おがわ ゆりか 春⽇部⽩翔 幼 ⼥⼦１４
5MS2 嵯峨 彪琉 さが たける 春⽇部⽩翔 5 男⼦５１
3MS2 込⼭ 陽翔 こみやま あきと 春⽇部⽩翔 3 男⼦３１
5WS2 ⾦⼦ まひろ かねこ まひろ 春⽇部⽩翔 5 ⼥⼦５１
5WS2 ⼩川 美満 おがわ みみ 春⽇部⽩翔 5 ⼥⼦５２
4WS2 永澤 友恵 ながさわ ともえ 春⽇部⽩翔 4 ⼥⼦４１
4WS2 服部 朱⾳ はっとり あかね 春⽇部⽩翔 4 ⼥⼦４２
3WS2 ⼩川 琴未 おがわ ことみ 春⽇部⽩翔 3 ⼥⼦３１
5MS1 紺野 天海 こんの あまみ 所沢ジュニア 5 男⼦５１
4WS1 伊東 陽茉⾥ いとう ひまり 所沢ジュニア 4 ⼥⼦４１
2WS1 ⽯川 ⾥琴 いしかわ りこ 所沢ジュニア 2 ⼥⼦２１
1WS1 伊東 陽南 いとう はるな 所沢ジュニア 1 ⼥⼦１１
1WS1 細⾕ 乃愛 ほそや のあ 所沢ジュニア 1 ⼥⼦１２
1WS1 松⼾ 海 まつど うみ 所沢ジュニア 未 ⼥⼦１３
3MS2 町⽥ 煌⽃ まちだ きらと 所沢ジュニア 3 男⼦３１
4WS2 細⾕ 桃⼦ ほそや ももこ 所沢ジュニア 4 ⼥⼦４１
6MS1 利根川 未来 とねがわ みらい 庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ 6 男⼦６１
5MS1 ⼤倉 豪留 おおたけ たける 庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ 5 男⼦５１
5WS1 ⿊澤 望美 くろさわ のぞみ 庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ 5 ⼥⼦５１
4WS1 髙橋 優妃奈 たかはし ゆきな 庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ 4 ⼥⼦４１
4WS1 ⼭⽥ 綺菜 やまだ あやな 庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ 4 ⼥⼦４２
5MS2 津久井 弘⼤ つくい こうた 庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ 5 男⼦５１
3MS2 ⼭⽥ 泰豊 やまだ たいと 庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ 1 男⼦３１
3WS2 秋⼭ 蒼 あきやま そう 庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ 1 ⼥⼦３１
3WS2 伊藤 ななみ いとう ななみ 庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ 1 ⼥⼦３２
4MS1 松⽊ 裕⽣ まつき ゆう 上尾ジュニア 4 男⼦４１
4MS1 松尾 拓海 まつお たくみ 上尾ジュニア 4 男⼦４２
3MS1 ⽯井 陽輝 いしい はるき 上尾ジュニア 3 男⼦３１
6WS1 駒井 琴⽻ こまい ことは 上尾ジュニア 6 ⼥⼦６１
5WS1 射越 菜実 いこし なみ 上尾ジュニア 5 ⼥⼦５１
5WS1 ⻑沼 美海 ながぬま みみ 上尾ジュニア 5 ⼥⼦５２
5WS1 ⾼⽊ 聖奈 たかぎ せいな 上尾ジュニア 5 ⼥⼦５３
5WS1 髙⽥ 和⾹ たかだ わか 上尾ジュニア 5 ⼥⼦５４
5WS1 島⽥ 咲弥 しまだ さくや 上尾ジュニア 5 ⼥⼦５５
4WS1 ⻑澤 さくら ながさわ さくら 上尾ジュニア 4 ⼥⼦４１
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4WS1 ⼩林 千紘 こばやし ちひろ 上尾ジュニア 4 ⼥⼦４２
3WS1 ⾼⽊ 美嘉 たかぎ みひろ 上尾ジュニア 3 ⼥⼦３１
5MS2 平 伊吹 たいら いぶき 上尾ジュニア 5 男⼦５１
5MS2 平 ⽔棋 たいら みずき 上尾ジュニア 5 男⼦５２
6WS2 ⼤⼭ 桃叶 おおやま もか 上尾ジュニア 6 ⼥⼦６１
6WS2 武井 ⾥歩 たけい りほ 上尾ジュニア 6 ⼥⼦６２
5WS2 磯部 葉⽉ いそべ はずき 上尾ジュニア 5 ⼥⼦５１
6WS1 橋本 のあ はしもと のあ 川⼝朝⽇クラブ 6 ⼥⼦６１
6WS1 ⿊⿃ 実咲 くろとり みさき 川⼝朝⽇クラブ 6 ⼥⼦６２
5WS1 杉⽥ 愛菜 すぎた あいな 川⼝朝⽇クラブ 5 ⼥⼦５１
4WS1 菊池 恵美 きくち えみ 川⼝朝⽇クラブ 4 ⼥⼦４１
3WS1 島⽥ 理世 しまだ りせ 川⼝朝⽇クラブ 3 ⼥⼦３１
2WS1 ⼩⽊ 葉⾳ おぎ はのん 川⼝朝⽇クラブ 2 ⼥⼦２１
4MS1 徳増 堅⼼ とくます けんしん ⼤宮ウィナーズ 4 男⼦４１
4MS1 今枝 拓海 いまえだ たくみ ⼤宮ウィナーズ 4 男⼦４２
3MS1 中⻄ 航希 なかにし こうき ⼤宮ウィナーズ 3 男⼦３１
6WS1 ⼩坂 真優 こさか まゆう ⼤宮ウィナーズ 6 ⼥⼦６１
6WS1 ⻫藤 璃桜 さいとう りお ⼤宮ウィナーズ 6 ⼥⼦６２
4WS1 星野 咲妃 ほしの さき ⼤宮ウィナーズ 4 ⼥⼦４１
3WS1 ⼩坂 ⽂乃 こさか ふみの ⼤宮ウィナーズ 3 ⼥⼦３１
2WS1 永峯 凛 ながみね りん ⼤宮ウィナーズ 2 ⼥⼦２１
3MS2 初⿅野 桜佑 はじかの おうすけ ⼤宮ウィナーズ 3 男⼦３１
5WS2 中⼭ 明雪 なかやま あゆき ⼤宮ウィナーズ 5 ⼥⼦５１
5WS2 ⽯川 遥夏 いしかわ はるか ⼤宮ウィナーズ 5 ⼥⼦５２
5WS2 ⻫藤 緋那 さいとう ひな ⼤宮ウィナーズ 5 ⼥⼦５３
3WS2 荒川 菜々花 あらかわ ななか ⼤宮ウィナーズ 3 ⼥⼦３１
2MS1 古川 湧⼰ ふるかわ ゆうき 鶴ヶ島Angels 2 男⼦２１
2MS1 新垣 琉⽣ あらかき るい 鶴ヶ島Angels 2 男⼦２２
2MS1 坂脇 賢太郎 さかわき けんたろう 鶴ヶ島Angels 2 男⼦２３
1MS1 坂脇 聡介 さかわき そうすけ 鶴ヶ島Angels 年⻑ 男⼦１１
1MS1 坂脇 憲広 さかわき のりひろ 鶴ヶ島Angels 年⻑ 男⼦１２
5WS1 藤原 詩歩 ふじわら しほ 鶴ヶ島Angels 5 ⼥⼦５１
5WS1 井⽥ 麗⾳ いだ りおん 鶴ヶ島Angels 5 ⼥⼦５２
2WS1 井⽥ 愛麗 いだ あいり 鶴ヶ島Angels 2 ⼥⼦２１
1WS1 ⼭下 咲季 やました さき 鶴ヶ島Angels 1 ⼥⼦１１
4WS2 ⼭下 穂乃 やました ほの 鶴ヶ島Angels 4 ⼥⼦４１
4MS1 川嵜 汰⼀ かわさき たいち 鳩ヶ⾕ウイングス 4 男⼦４１
3MS1 滝村 優 たきむら ゆう 鳩ヶ⾕ウイングス 3 男⼦３１
6WS1 梅⽥ 美優 うめだ みゆ 鳩ヶ⾕ウイングス 6 ⼥⼦６１
6WS1 ⾼橋 清夏 たかはし さやか 鳩ヶ⾕ウイングス 6 ⼥⼦６２
6WS1 ⽮⽥ 明⽇⾹ やだ あすか 鳩ヶ⾕ウイングス 6 ⼥⼦６３
6WS1 ⾼橋 涼夏 たかはし りょうか 鳩ヶ⾕ウイングス 6 ⼥⼦６４
5WS1 坂原 由姫 さかはら ゆき 鳩ヶ⾕ウイングス 5 ⼥⼦５１
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4WS1 ⼤熊 希空 おおくま のあ 鳩ヶ⾕ウイングス 4 ⼥⼦４１
2WS1 ⿑藤 愛杏 さいとう めいあ 鳩ヶ⾕ウイングス 2 ⼥⼦２１
1WS1 ⼭川 ⽻咲 やまかわ つばさ 鳩ヶ⾕ウイングス 1 ⼥⼦１１
6WS1 ⼩野 佳⾳ おの かおん 飯能シャトルJr.B.C 6 ⼥⼦６１
6WS1 ⿑藤 朱⾳ さいとう あやね 飯能シャトルJr.B.C 6 ⼥⼦６２
3WS1 伊藤 彩 いとう あや 飯能シャトルJr.B.C 3 ⼥⼦３１
5MS2 吉⽥ 侑⾺ よしだ ゆうま 飯能シャトルJr.B.C 5 男⼦５１
3MS2 ⾦⼦ 悠太朗 かねこ ゆうたろう 飯能シャトルJr.B.C 3 男⼦３１
3WS2 五⼗嵐 穂⽉ いがらし ほづき 本庄シャトルスター 3 ⼥⼦３１
1MS1 ⼭岡 陸翔 やまおか たかと 蓮⽥サウス 1 男⼦１１
1MS1 松永 拓実 まつなが たくみ 蓮⽥サウス 1 男⼦１２
6WS1 ⾦⼦ 愛華 かねこ あいか 蓮⽥サウス 6 ⼥⼦６１
5WS1 ⾦⼦ 芽梨愛 かねこ めりあ 蓮⽥サウス 5 ⼥⼦５１
5WS1 須藤 美空 すどう みく 蓮⽥サウス 5 ⼥⼦５２
3WS1 ⾦⼦ 梨花 かねこ りんか 蓮⽥サウス 3 ⼥⼦３１
1WS1 加賀⾕ 凪紗 かがや なぎさ 蓮⽥サウス 1 ⼥⼦１１
1WS1 坂崎 帆乃果 さかざき ほのか 蓮⽥サウス 1 ⼥⼦１２
1WS1 榎本 涼楓 えのもと すずか 蓮⽥サウス 1 ⼥⼦１３
4MS2 ⽥辺 凌太 たなべ りょうた 蓮⽥サウス 4 男⼦４１
5WS2 ⻑砂 澄加 ながすな すみか 蓮⽥サウス 5 ⼥⼦５１
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