
学年 種⽬ 総合優勝 優勝 準優勝
⼭岡 陸歩 稲川 陽⼤ 渡辺 空 村本 拓海 梅澤 涼晴 岩⽥ 莉玖 福井 ⼤翔 加藤 真⼰

⼭岡 陸歩 蓮⽥サウス ⼤宮ウィナーズ 春⽇部⽩翔 三郷ダックス ＴＥＡＭジュニア ⼩川ドリーム 志⽊ジュニア チャレンジャー
蓮⽥サウス 中川 友那⑤ 渡辺 凱⽃ ⼭﨑 ⼀弥 中野 柊太郎 ⽔村 健⼈ ⼩堀 善平 ⽥⾙ 勇⼈ 清野 徹平

鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 三郷ダックス ＴＥＡＭジュニア 鳩ヶ⾕ウィングス 志⽊ジュニア ⾏⽥バド 所沢ジュニア 蓮⽥サウス
古株 ⼤智 川崎 聖⽮ 熊⽊ 凌也 中村 ⻯也 松本 拓⼰ ⼤野 圭 三⽥ 史向 遠⽥ 圭伸

古株 ⼤智 志⽊ジュニア じゃパンダ チャレンジャー チャレンジャー 上尾ジュニア 久喜ＡＢＣ ⾏⽥バド 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
志⽊ジュニア 栗野 朝陽 村上 ⽇向 津⽥ 光⽣ 清⽔ 瑠⽃ ⼤井 輝 ⽯井 颯 ⽴⽯ 柚⽉ 岡崎 詩

鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ チャレンジャー チャレンジャー 志⽊ジュニア ＴＥＡＭジュニア 春⽇部⽩翔 上⾥ジュニア じゃパンダ
⽯井 叶夢③ ⽯崎 夏⽣ 中⽥ 樹来 伊東 真輝 ⼤出 悠⼈ 植松 汐仁 ⽯井 陽輝 初⿅野 桜佑
春⽇部⽩翔 出⽻タン ⼤宮ウィナーズ 久喜ＡＢＣ 本庄シャトルスター 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 上尾ジュニア ⼤宮ウィナーズ
後藤 洸太 古川 湧⼰ ⽊村 ⼀護 ⽥島 樹 中村 隼也 宮内 直翔 宗像 瞬輝 池上 義康

岩槻ジュニア 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 志⽊ジュニア 久喜ＡＢＣ チャレンジャー 久喜ＡＢＣ 久喜ＡＢＣ 志⽊ジュニア
外村 樟太 萩原 駿希① ⼤塚 海⾶① 伊藤 ⼀星 椎名 洸介 服部 有悟 ⼭岡 陸翔 梅澤 翼

所沢ジュニア 鳩ヶ⾕ウィングス 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 久喜ＡＢＣ 三郷ダックス 出⽻タン 蓮⽥サウス ＴＥＡＭジュニア
⽯井 夢楓 松岡 美歩 垣内 由莉愛 鶴⽥ 彩乃 榎本 友⾥彩 ⼤鐘 ⼼美 射越 菜実 ⾨倉 菜⽉

⽯井 夢楓 春⽇部⽩翔 蓮⽥サウス 所沢ジュニア 三郷ダックス ビッキーズ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 上尾ジュニア ⼩川ドリーム
春⽇部⽩翔 中根 明⽇⾹ ⼩笠原 志歩 福島 華乃 ⼩島 紗季 扇⾕ 若奈 廣⽥ 恵 池⽥ ⼼ 塚⽥ 真⾳

所沢ジュニア 志⽊ジュニア ⼩川ドリーム ＳＧＡ ビッキーズ 三郷ダックス 蓮⽥サウス ⼤宮ウィナーズ
⼭北 奈緒 湯本 凜⾳ 萩原 紗⽉ ⼩林 南緒 宮城 ⻘空 加賀⾕ 弥来 柴⽥ 菜々美 岡⽥ 怜菜

⼭北 奈緒 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 志⽊ジュニア 鳩ヶ⾕ウィングス チャレンジャー 三郷ダックス 蓮⽥サウス ⽻⽣Ｊｒ 三郷ダックス
鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 吾妻 佳奈 ⿊川 璃⼦ 櫻井 優⾹ 辻 彩⾥咲 松⼾ 星 野中 望来 ⽇野原 颯 ⾼⽥ 乃都

チャレンジャー 春⽇部⽩翔 志⽊ジュニア チャレンジャー 所沢ジュニア ビッキーズ 三郷ダックス 三郷ダックス
⾼津 愛花 篠原 那奈 堀⼝ 魅⽉ ⾼橋 妃菜花 徳富 遙 五⼗嵐 穂⽉ 稲川 智⾹ 池⾕ 紗妃

⾼津 愛花 春⽇部⽩翔 志⽊ジュニア チャレンジャー 鳩ヶ⾕ウィングス 久喜ジュニア 本庄シャトルスター ⼤宮ウィナーズ 所沢ジュニア
春⽇部⽩翔 垣内 杏南 久保⽥ 類 ⼭北 眞緒 ⼤塚 咲愛 尾崎 愛実 佐藤 千⾵ 成⽥ 桃湖 鴨⽥ 真歩

所沢ジュニア 志⽊ジュニア 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ ＳＧＡ アドバンス ⼤宮ウィナーズ 久喜ＡＢＣ
伊藤 康乃 榎本 紗楓 ⾼⽥ 湖都 ⽯川 ⾥琴 森 沙和⼦ 永峯 凛 松⽊ 陽葵 中⼭ 瑛⼦

伊藤 康乃 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 蓮⽥サウス 三郷ダックス 所沢ジュニア 久喜ＡＢＣ ⼤宮ウィナーズ ＳＧＡ ビッキーズ
鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 阿部 果凛 ⼋嶋 未來 ⿑藤 愛杏 影⼭ 惺南 髙橋 優⾳ 押⽥ 果⼣ ⾼⽥ 沙都 渡辺 妃南⾹

志⽊ジュニア 久喜ＡＢＣ 鳩ヶ⾕ウィングス 加須スターズ リトルスマッシュ 春⽇部⽩翔 三郷ダックス 本庄シャトルスター
河村 実⾥ ⻑⾕川 葉⽉ 伊東 陽南 松⼾ 海① 海津 希颯 加賀⾕ 凪紗 ⼭川 ⽻咲 ⼤瀧 歩未

河村 実⾥ 志⽊ジュニア 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 所沢ジュニア 所沢ジュニア 蓮⽥サウス 蓮⽥サウス 鳩ヶ⾕ウィングス チャレンジャー
志⽊ジュニア 沼⽥ 唯李 ⼭北 莉緒 湯本 姿⽉ 櫻井 梨⾹ 宮﨑 ⼀花 榎本 涼楓 沼⽥ 妹⼦ ⽩⿃ 玲菜

所沢ジュニア 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 志⽊ジュニア 志⽊ジュニア 加須スターズ 蓮⽥サウス 出⽻タン 春⽇部⽩翔

３年 シングルス

⼥⼦の部

３年 シングルス

２年 シングルス

ベスト８

第２８回会⻑杯争奪ジュニアバドミントンシングルス⼤会

⽇程・会場
平成２９年３⽉４⽇(⼟) 毎⽇興業アリーナ久喜(旧久喜総合第⼀)・アスカル幸⼿(さくらホール）

平成２９年３⽉５⽇(⽇) 毎⽇興業アリーナ久喜(旧久喜総合第⼀)
３位

男⼦の部

６年 シングルス

５年 シングルス

６年 シングルス

５年 シングルス

４年 シングルス

２年 シングルス

４年 シングルス


