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種⽬ 選⼿名 ふりがな 所属(略称) 学年 会員登録状況 付加情報
5MS2 野須 瑞貴 のす みずき Growth 5 男⼦５１
6WS2 阿部 友理華 あべ ゆりか Growth 6 ⼥⼦６１
4WS2 阿部 華⽉ あべ かづき Growth 4 ⼥⼦４１
5MS1 林 拓磨 はやし たくま TPHM 5 男⼦５１
3MS2 林 ⼤智 はやし だいち TPHM 2 男⼦３１
3WS2 佐藤 菜々実 さとう ななみ TPHM 3 ⼥⼦３１
6MS1 ⼩野寺 開⽃ おのでら かいと TEAMジュニア 6 男⼦６１
6MS1 藤⼭ ⼤和 ふじやま やまと TEAMジュニア 6 男⼦６２
6MS1 嶋⽥ 朝⽇ しまだ あさひ TEAMジュニア 6 男⼦６３
2MS1 中⻄ 海⽃ なかにし かいと TEAMジュニア 2 男⼦２１
4WS1 髙⼭ 結⼦ たかやま ゆいこ TEAMジュニア 4 ⼥⼦４１
3WS1 ⼤井 瞳 おおい ひとみ TEAMジュニア 3 ⼥⼦３１
2WS1 ⽩⽯ 愛結 しらいし あゆ TEAMジュニア 2 ⼥⼦２１
2WS1 髙⼭ 祐希 たかやま ゆき TEAMジュニア 2 ⼥⼦２２
4MS2 内⽥ 遼 うちだ りょう TEAMジュニア 4 男⼦４１
4MS2 中川 陽翔 なかがわ あきと TEAMジュニア 4 男⼦４２
4WS2 吉川 明凛 よしかわ あかり TEAMジュニア 4 ⼥⼦４１
4WS2 野島 七海 のじま ななみ TEAMジュニア 4 ⼥⼦４２
3WS2 武藤 ⾥緒 むとう りお TEAMジュニア 3 ⼥⼦３１
3WS2 多度津 咲彩 たどつ さくら TEAMジュニア 3 ⼥⼦３２
6MS1 阿部 聖也 あべ せいや アドバンス 6 男⼦６１
2MS1 川﨑 脩平 かわさき しゅうへい アドバンス 2 男⼦２１
6WS1 伊藤 美優 いとう みゆう アドバンス 6 ⼥⼦６１
3WS1 ⼤橋 寧桜 おおはし ねお アドバンス 3 ⼥⼦３１
2WS1 岡島 ⼩遥 おかじま こはる アドバンス 2 ⼥⼦２１
2WS1 布川 七⽻ ぬのかわ ななは アドバンス 2 ⼥⼦２２
4WS2 菅原 朱⾳ すがわら あかね アドバンス 4 ⼥⼦４１
4MS2 菊池 ⾈ きくち しゅう シャトラーズ 4 男⼦４１
4WS2 和⽥ ⾥桜奈 わだ りおな シャトラーズ 4 ⼥⼦４１
6MS1 ⾕治 湊太 やじ そうた じゃパンダジュニア 6 男⼦６１
6MS1 宮⽥ ⼤輔 みやた だいすけ じゃパンダジュニア 6 男⼦６２
5WS1 澤柳 穂⾹ さわやなぎ ほのか じゃパンダジュニア 5 ⼥⼦５１
2WS1 ⼩島 ⽻奏 こじま わかな じゃパンダジュニア 2 ⼥⼦２１
5MS1 飯⽥ 悠楽 いいだ ゆら チャレンジャー 5 男⼦５１
5MS1 清⽔ 航輝 しみず こうき チャレンジャー 5 男⼦５２
3MS1 中村 隼也 なかむら しゅんや チャレンジャー 3 男⼦３１
3MS1 佐原 快⾶ さはら はやと チャレンジャー 3 男⼦３２
3MS1 蓮沼 凪 はすぬま なぎ チャレンジャー 3 男⼦３３
6WS1 皆⽊ 穂乃華 みなき ほのか チャレンジャー 6 ⼥⼦６１
5WS1 尾関 綾⾹ おぜき あやか チャレンジャー 5 ⼥⼦５１
5WS1 川野 奈津美 かわの なつみ チャレンジャー 5 ⼥⼦５２
4WS1 ⼤瀧 ⼼咲 おおたき みさき チャレンジャー 4 ⼥⼦４１
5MS1 ⼤⼿ 柊凪 おおて しゅうな ビッキーズ 5 男⼦５１
5MS1 森永 晃太 もりなが こうた ビッキーズ 5 男⼦５２
2MS1 鈴⽊ 謙介 すずき けんすけ ビッキーズ 2 男⼦２１
6WS1 安宅 七海 あたか ななみ ビッキーズ 6 ⼥⼦６１
6WS1 渡辺 詩織 わたなべ しおり ビッキーズ 6 ⼥⼦６２
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6WS1 ⼟屋 海尋 つちや みひろ ビッキーズ 6 ⼥⼦６３
6WS1 栗城 和花 くりき のどか ビッキーズ 6 ⼥⼦６４
6WS1 萩 詩⾳ はぎ ことね ビッキーズ 6 ⼥⼦６５
4WS1 舘野 結⾐ たての ゆい ビッキーズ 4 ⼥⼦４１
3WS1 鈴⽊ 七桜 すずき なお ビッキーズ 3 ⼥⼦３１
3WS1 中⼭ 瑛⼦ なかやま はなこ ビッキーズ 3 ⼥⼦３２
3WS1 藤浪 悠⾐ ふじなみ ゆい ビッキーズ 3 ⼥⼦３３
2WS1 栗城 花凛 くりき かりん ビッキーズ 2 ⼥⼦２１
4WS2 前⽥ 苺奈 まえだ いちな ビッキーズ 4 ⼥⼦４１
4WS2 ⼭崎 真央 やまざき まお ビッキーズ 4 ⼥⼦４２
4WS2 中⼭ ⽇和 なかやま ひより ビッキーズ 4 ⼥⼦４３
3WS2 内野 結葵 うちの ゆうき ビッキーズ 3 ⼥⼦３１
3WS2 浦⽥ ⾥奈 うらた りな ビッキーズ 3 ⼥⼦３２
6WS1 関根 千華 せきね ちか ⽻っ⼦熊⾕ 6 ⼥⼦６１
6WS1 新井 結捺 あらい ゆいな ⽻っ⼦熊⾕ 6 ⼥⼦６２
4MS2 ⽯川 裕陽 いしかわ ひなた ⽻っ⼦熊⾕ 4 男⼦４１
4MS2 ⽯川 裕雛 いしかわ ゆうひ ⽻っ⼦熊⾕ 4 男⼦４２
4WS2 新井 美紗紀 あらい みさき ⽻っ⼦熊⾕ 4 ⼥⼦４１
3WS2 栗原 利沙 くりはら りさ ⽻っ⼦熊⾕ 3 ⼥⼦３１
5MS1 ⼭藤 ⼤地 さんどう だいち ⽻⽣Jr 5 男⼦５１
5MS1 内⽥ 圭⾳ うちだ けいん ⽻⽣Jr 5 男⼦５２
5MS1 井上 翔太 いのうえ しょうた ⽻⽣Jr 5 男⼦５３
6WS1 沖⽥ 美海 おきた みうな ⽻⽣Jr 6 ⼥⼦６１
6WS1 佐藤 寧々 さとう ねね ⽻⽣Jr 6 ⼥⼦６２
6WS1 増⽥ ゆい ますだ ゆい ⽻⽣Jr 6 ⼥⼦６３
6WS1 増⽥ 信恵 ますだ のぶえ ⽻⽣Jr 6 ⼥⼦６４
5WS1 篠崎 望⾐瑠 しのざき のえる ⽻⽣Jr 5 ⼥⼦５１
5WS1 原⼝ 彩海 はらぐち あやみ ⽻⽣Jr 5 ⼥⼦５２
3WS1 沖⽥ 美波 おきた みなみ ⽻⽣Jr 3 ⼥⼦３１
3WS1 髙⼭ 未早杏 たかやま みさき ⽻⽣Jr 3 ⼥⼦３２
4MS2 原⼝ 優希 はらぐち ゆうき ⽻⽣Jr 4 男⼦４１
3MS2 ⻑⾕川 ⼤成 はせがわ たいせい ⽻⽣Jr 3 男⼦３１
4WS2 井上 愛菜 いのうえ あいな ⽻⽣Jr 4 ⼥⼦４１
3WS2 原⼝ 結菜 はらぐち ゆいな ⽻⽣Jr 2 ⼥⼦３１
5MS1 本橋 功太郎 もとはし こうたろう 加須スターズ 5 男⼦５１
3MS1 福家 幸祐 ふくいえ こうすけ 加須スターズ 3 男⼦３１
6WS1 ⼤和⽥ 彩⽻ おおわだ あやは 加須スターズ 6 ⼥⼦６１
6WS1 福家 ⽻純 ふくいえ はすみ 加須スターズ 6 ⼥⼦６２
6WS1 坂本 咲花 さかもと さくら 加須スターズ 6 ⼥⼦６３
4WS1 徳永 倫佳 とくなが のりか 加須スターズ 4 ⼥⼦４１
3WS1 島﨑 莉央 しまざき りお 加須スターズ 3 ⼥⼦３１
5MS2 ⾦ 悠⼈ こん はると 加須スターズ 5 男⼦５１
3MS2 太⽥ 結翔 おおた ゆいと 加須スターズ 2 男⼦３１
6WS2 清⽔ 来瞳 しみず くるめ 加須スターズ 6 ⼥⼦６１
6WS2 冨⽥ 紗⽣ とみた さき 加須スターズ 6 ⼥⼦６２
6WS2 野本 恭加 のもと きょうか 加須スターズ 6 ⼥⼦６３
5WS2 ⼀ノ瀬 葵 いちのせ あおい 加須スターズ 5 ⼥⼦５１
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3WS2 ⼤澤 ゆづか おおさわ ゆづか 加須スターズ 2 ⼥⼦３１
3WS2 野本 汐⾥ のもと しおり 加須スターズ 2 ⼥⼦３２
5MS1 芝⼝ 輝 しばぐち てる 久喜ABC 5 男⼦５１
5WS1 中村 鈴菜 なかむら すずな 久喜ABC 5 ⼥⼦５１
2WS1 ⽥島 澪 たじま みお 久喜ABC 2 ⼥⼦２１
1WS1 ⼤槻 みちる おおつき みちる  久喜ABC 1 ⼥⼦１１
4MS2 菊地 柊真 きくち しゅうま 久喜ABC 4 男⼦４１
4MS2 根岸 彩太 ねぎし あやた 久喜ABC 4 男⼦４２
3WS2 窪⼭ ⽇和 くぼやま ひより 久喜ABC 3 ⼥⼦３１
6WS1 杉⼭ 礼奈 すぎやま れいな 幸⼿⽩翔 6 ⼥⼦６１
6WS1 武井 由佳 たけい ゆか 幸⼿⽩翔 6 ⼥⼦６２
6WS1 諏訪 有美 すわ あみ 幸⼿⽩翔 6 ⼥⼦６３
4WS1 岡 千聖 おか ちひろ 幸⼿⽩翔 4 ⼥⼦４１
4WS1 林 楓姫 はやし りのん 幸⼿⽩翔 4 ⼥⼦４２
4WS1 板⿐ 穂佳 いたはな ほのか 幸⼿⽩翔 4 ⼥⼦４３
6MS2 ⾨出 昊⼤ かどで こうた 幸⼿⽩翔 6 男⼦６１
3MS2 ⼋⽊澤 秀樹  やぎさわ ひでき 幸⼿⽩翔 3 男⼦３１
6WS2 ⻑瀬 ユキ ながせ ゆき 幸⼿⽩翔 6 ⼥⼦６１
4WS2 ⽵⽥ ことね たけだ ことね 幸⼿⽩翔 4 ⼥⼦４１
6WS1 宇根 碧唯 うね あおい ⾏⽥バドミントン 6 ⼥⼦６１
6MS2 ⾼澤 奏多 たかざわ かなた ⾏⽥バドミントン 6 男⼦６１
5MS2 堀⼝ 駿太 ほりぐち しゅんた ⾏⽥バドミントン 5 男⼦５１
5MS2 砂川 京輝 すながわ あつと ⾏⽥バドミントン 5 男⼦５２
5WS2 中村 茉楓 なかむら まなか ⾏⽥バドミントン 5 ⼥⼦５１
5MS1 加藤 諒⼤ かとう りょうた リトルスマッシュ 5 男⼦５１
3MS1 加藤 颯太 かとう そうた リトルスマッシュ 3 男⼦３１
5WS1 関脇 ⽂菜 せきわき あやな リトルスマッシュ 5 ⼥⼦５１
5WS1 関根 真⾐ せきね まい リトルスマッシュ 5 ⼥⼦５２
5WS1 真下 まどか ましも まどか リトルスマッシュ 5 ⼥⼦５３
4WS1 ⼭⽥ 光咲 やまだ みさき リトルスマッシュ 4 ⼥⼦４１
4WS1 ⻑島 ⿇結 ながしま まゆ リトルスマッシュ 4 ⼥⼦４２
3WS1 髙橋 優⾳ たかはし ゆめ リトルスマッシュ 3 ⼥⼦３１
3WS1 真下 杏 ましも あん リトルスマッシュ 3 ⼥⼦３２
3WS1 ⼾坂 未葵 とさか みき リトルスマッシュ 3 ⼥⼦３３
5MS2 髙橋 響⽣ たかはし ひびき リトルスマッシュ 5 男⼦５１
5WS2 ⼩林 美穂 こばやし みほ リトルスマッシュ 5 ⼥⼦５１
5WS2 栗原 ゆりあ くりばら ゆりあ リトルスマッシュ 5 ⼥⼦５２
5WS2 芝 ひなた しば ひなた リトルスマッシュ 5 ⼥⼦５３
5WS2 ⽯井 苺花 いしい まいか リトルスマッシュ 5 ⼥⼦５４
3WS2 ⼤塚 ⼼結 おおつか さゆ リトルスマッシュ 3 ⼥⼦３１
3WS2 本間 琴美 ほんま ことみ リトルスマッシュ 3 ⼥⼦３２
3WS2 ⼩林 優奈 こばやし ゆうな リトルスマッシュ 3 ⼥⼦３３
3WS2 ⼩林 百花 こばやし ももか リトルスマッシュ 3 ⼥⼦３４
1MS1 王 奕軒 おう いいけん 三郷ダックス 1 男⼦１１
5WS1 岡⽥ 怜菜 おかだ れな 三郷ダックス 5 ⼥⼦５１
4WS1 ⽥島 潮⾳ たじま しおん 三郷ダックス 4 ⼥⼦４１
2WS1 ⼩野 美桜 おの みお 三郷ダックス 2 ⼥⼦２１
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2WS1 知念 杏奈 ちねん あんな 三郷ダックス 2 ⼥⼦２２
1WS1 ⻘⽊ ⼼⾳ あおき ここね 三郷ダックス 1 ⼥⼦１１
6MS2 知念 和駿 ちねん かずま 三郷ダックス 6 男⼦６１
5MS2 川上 貴之 かわかみ たかゆき 三郷ダックス 5 男⼦５１
6WS2 篠⽥ 希乃佳 しのだ ののか 三郷ダックス 6 ⼥⼦６１
5WS2 橋本 栞奈 はしもと かんな 三郷ダックス 5 ⼥⼦５１
4WS2 知念 美桜 ちねん みお 三郷ダックス 4 ⼥⼦４１
1MS1 篠原 緑 しのはら ろく 志⽊ジュニア 年中 男⼦１１
6WS1 ⼤⽊ 沙耶 おおき さや 志⽊ジュニア 6 ⼥⼦６１
2WS1 倉持 百花 くらもち ももか 志⽊ジュニア 2 ⼥⼦２１
1WS1 神﨑 絢乃 かんざき あやの 志⽊ジュニア 1 ⼥⼦１１
1WS1 神原 光来 かんばら みく 志⽊ジュニア 年⻑ ⼥⼦１２
4MS2 神原 成那 かんばら せな 志⽊ジュニア 4 男⼦４１
4MS1 込⼭ 陽翔 こみやま あきと 春⽇部⽩翔 4 男⼦４１
6WS1 ⾦⼦ まひろ かねこ まひろ 春⽇部⽩翔 6 ⼥⼦６１
6WS1 ⼩川 美満 おがわ みみ 春⽇部⽩翔 6 ⼥⼦６２
5WS1 ⼤庭 千緋呂 おおば ちひろ 春⽇部⽩翔 5 ⼥⼦５１
5WS1 東良 奈波 ひがしら ななみ 春⽇部⽩翔 5 ⼥⼦５２
3WS1 押⽥ 果⼣ おしだ かや 春⽇部⽩翔 3 ⼥⼦３１
3WS1 中村 ⼼咲 なかむら みさき 春⽇部⽩翔 3 ⼥⼦３２
2WS1 ⽩⿃ 玲菜 しらとり れいな 春⽇部⽩翔 2 ⼥⼦２１
2WS1 松﨑 玲奈 まつざき れな 春⽇部⽩翔 2 ⼥⼦２２
1WS1 ⼩川 ⼣⾥花 おがわ ゆりか 春⽇部⽩翔 1 ⼥⼦１１
1WS1 関根 菜乃 せきね なの 春⽇部⽩翔 1 ⼥⼦１２
5MS2 豊岡 諒也 とよおか りょうや 春⽇部⽩翔 5 男⼦５１
5MS2 本間 恵翔 ほんま けいと 春⽇部⽩翔 5 男⼦５２
3MS2 豊岡 寛⽃ とよおか ひろと 春⽇部⽩翔 3 男⼦３１
5WS2 中川 明希⾳ なかがわ あきね 春⽇部⽩翔 5 ⼥⼦５１
4WS2 吉⽥ 沙⾐梨 よしだ さえり 春⽇部⽩翔 4 ⼥⼦４１
4WS2 ⼆宮 亜実 にのみや あみ 春⽇部⽩翔 4 ⼥⼦４２
5WS1 細⾕ 桃⼦ ほそや ももこ 所沢ジュニア 5 ⼥⼦５１
5WS1 伊東 陽茉⾥ いとう  ひまり 所沢ジュニア 5 ⼥⼦５２
3WS1 ⽥⾙ 紗花 たがい さやか 所沢ジュニア 3 ⼥⼦３１
2WS1 増澤 友葵乃 ますざわ ゆきの 所沢ジュニア 2 ⼥⼦２１
1WS1 ⾼橋 玲奈 たかはし れな 所沢ジュニア 1 ⼥⼦１１
5WS2 ⽊村 真菜美 きむら まなみ 所沢ジュニア 5 ⼥⼦５１
6MS1 ⼤橋 和真 おおはし かずま 庄和シャトルズ 6 男⼦６１
4MS1 ⼤橋 拓真 おおはし たくま 庄和シャトルズ 4 男⼦４１
4MS1 村松 史祥 むらまつ みさき 庄和シャトルズ 4 男⼦４２
5WS1 齋藤 莉海 さいとう りみ 庄和シャトルズ 5 ⼥⼦５１
5WS1 髙橋 優妃奈 たかはし ゆきな 庄和シャトルズ 5 ⼥⼦５２
5WS1 ⼭⽥ 綺菜 やまだ あやな 庄和シャトルズ 5 ⼥⼦５３
5WS1 ⼭⽥ 遥 やまだ はるか 庄和シャトルズ 5 ⼥⼦５４
2WS1 秋⼭ 蒼 あきやま そう 庄和シャトルズ 2 ⼥⼦２１
2WS1 伊藤 ななみ いとう ななみ 庄和シャトルズ 2 ⼥⼦２２
2WS1 ⼭⽥ 和 やまだ のどか 庄和シャトルズ 2 ⼥⼦２３
1WS1 佐藤 優莉 さとう ゆうり 庄和シャトルズ 1 ⼥⼦１１
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6MS1 秋⼭ 優真 あきやま ゆうま 上尾ジュニア 6 男⼦６１
6MS1 平 伊吹 たいら いぶき 上尾ジュニア 6 男⼦６２
6MS1 平 ⽔棋 たいら みずき 上尾ジュニア 6 男⼦６３
6WS1 ⾼⽥ 和⾹ たかだ わか 上尾ジュニア 6 ⼥⼦６１
6WS1 磯部 葉⽉ いそべ はづき 上尾ジュニア 6 ⼥⼦６２
6WS1 ⾼⽊ 聖奈 たかぎ せいな 上尾ジュニア 6 ⼥⼦６３
6WS1 島⽥ 咲弥 しまだ さくや 上尾ジュニア 6 ⼥⼦６４
4WS1 ⾼⽊ 美嘉 たかぎ みひろ 上尾ジュニア 4 ⼥⼦４１
5MS2 ⼩澤 暖⼈ こざわ はると 上尾ジュニア 5 男⼦５１
3MS2 磯部 楓雅 いそべ ふうが 上尾ジュニア 3 男⼦３１
3MS2 松本 崇佑 まつもと そうすけ 上尾ジュニア 幼稚園 男⼦３２
5WS2 野川 珠来 のがわ みら 上尾ジュニア 5 ⼥⼦５１
3WS2 南 朱璃 みなみ あかり 上尾ジュニア 3 ⼥⼦３１
6MS2 梶原 ⼤翔 かじわら はると 新座ジュニア 6 男⼦６１
6MS2 ⽥⼦ 雄⼤ たご ゆうた 新座ジュニア 6 男⼦６２
6WS2 ⼩林 美蘭 こばやし みらん 新座ジュニア 6 ⼥⼦６１
6WS2 菅⽣ 樹⾥ すごう じゅり 新座ジュニア 6 ⼥⼦６２
5WS2 森川 希美 もりかわ のぞみ 新座ジュニア 5 ⼥⼦５１
5WS2 細川 なはる ほそかわ なはる 新座ジュニア 5 ⼥⼦５２
4WS2 渡邊 華名 わたなべ はな 新座ジュニア 4 ⼥⼦４１
3WS2 梶原 梨⼼ かじわら りこ 新座ジュニア 3 ⼥⼦３１
3WS2 ⽥⼦ 茉光 たご まひる 新座ジュニア 3 ⼥⼦３２
3WS2 ⼩林 華凛 こばやし かりん 新座ジュニア 3 ⼥⼦３３
6MS1 ⽐家 ⼀修 ひけ いっしゅう 川⼝朝⽇クラブ 6 男⼦６１
6MS1 栗⼦ 信⼀ くりこ のぶかず 川⼝朝⽇クラブ 6 男⼦６２
6MS1 上村 健⼼ かみむら けんしん 川⼝朝⽇クラブ 6 男⼦６３
5MS1 ⾕野 ⽂哉 たにの ふみや 川⼝朝⽇クラブ 5 男⼦５１
5MS1 柵⼭ 幸輝 さくやま ともき 川⼝朝⽇クラブ 5 男⼦５２
5MS1 伊⽥ 奏 いだ かなで 川⼝朝⽇クラブ 5 男⼦５３
3MS1 上⼭ 司真 かみやま かずま 川⼝朝⽇クラブ 3 男⼦３１
2MS1 井本 稜⼆ いもと りょうじ 川⼝朝⽇クラブ 2 男⼦２１
2MS1 貫井 駿 ぬくい たかし 川⼝朝⽇クラブ 2 男⼦２２
1MS1 ⼩⽥ 千尋 おだ ちひろ 川⼝朝⽇クラブ 1 男⼦１１
6WS1 荒井 柚⾹ あらい ゆずか 川⼝朝⽇クラブ 6 ⼥⼦６１
6WS1 杉⽥ 愛菜 すぎた あいな 川⼝朝⽇クラブ 6 ⼥⼦６２
5WS1 菊池 恵美 きくち えみ 川⼝朝⽇クラブ 5 ⼥⼦５１
4WS1 島⽥ 理世 しまだ りせ 川⼝朝⽇クラブ 4 ⼥⼦４１
4WS1 阿部 ⽇葵 あべ ひなた 川⼝朝⽇クラブ 4 ⼥⼦４２
3WS1 伊藤 清那 いとう せいな 川⼝朝⽇クラブ 3 ⼥⼦３１
3WS1 ⼩⽊ 葉⾳ おぎ はのん 川⼝朝⽇クラブ 3 ⼥⼦３２
3WS1 井崎 靖乃 いざき しずの 川⼝朝⽇クラブ 3 ⼥⼦３３
3WS1 五⼗嵐 樹菜 いがらし じゅな 川⼝朝⽇クラブ 3 ⼥⼦３４
3WS1 柵⼭ ひかり さくやま ひかり 川⼝朝⽇クラブ 3 ⼥⼦３５
3WS1 神野 初⾳ かんの はつね 川⼝朝⽇クラブ 3 ⼥⼦３６
6WS2 ⾼宮城 槙乃 たかみやぎ まきの 川⼝朝⽇クラブ 6 ⼥⼦６１
6WS2 ⼩⽥ ⼀葉 おだ いちは 川⼝朝⽇クラブ 6 ⼥⼦６２
4WS2 富⼭ 菜津美 とみやま なつみ 川⼝朝⽇クラブ 4 ⼥⼦４１

5／7 2016/11/16



参加者名簿

種⽬ 選⼿名 ふりがな 所属(略称) 学年 会員登録状況 付加情報
5MS1 今枝 拓海 いまえだ たくみ ⼤宮ウィナーズ 5 男⼦５１
4MS1 中⻄ 航希 なかにし こうき ⼤宮ウィナーズ 4 男⼦４１
2MS1 ⽥中 蒼⼀朗 たなか そういちろう ⼤宮ウィナーズ 2 男⼦２１
1MS1 ⼟屋 秋久 つちや あきひさ ⼤宮ウィナーズ 1 男⼦１１
6WS1 中⼭ 明雪 なかやま あゆき ⼤宮ウィナーズ 6 ⼥⼦６１
6WS1 齋藤 緋那 さいとう ひな ⼤宮ウィナーズ 6 ⼥⼦６２
5WS1 宮腰 こころ みやこし こころ ⼤宮ウィナーズ 5 ⼥⼦５１
4WS1 ⼩坂 ⽂乃 こさか ふみの ⼤宮ウィナーズ 4 ⼥⼦４１
4WS1 荒川 菜々花 あらかわ ななか ⼤宮ウィナーズ 4 ⼥⼦４２
4WS1 安⽥ 芙美奈 やすだ ふみな ⼤宮ウィナーズ 4 ⼥⼦４３
2WS1 徳増 真⼼ とくます まこ ⼤宮ウィナーズ 2 ⼥⼦２１
1WS1 齋藤 瑠珈 さいとう るか ⼤宮ウィナーズ 1 ⼥⼦１１
3WS2 ⼟屋 千春 つちや ちはる ⼤宮ウィナーズ 3 ⼥⼦３１
3WS2 磯⽬ 理⾳ いそめ りおん ⼤宮ウィナーズ 3 ⼥⼦３２
3MS1 坂脇 賢太郎 さかわき けんたろう 鶴ヶ島Angels 3 男⼦３１
1MS1 坂脇 聡介 さかわき そうすけ 鶴ヶ島Angels 1 男⼦１１
1MS1 坂脇 憲広 さかわき のりひろ 鶴ヶ島Angels 1 男⼦１２
5WS1 ⼭下 穂乃 やました ほの 鶴ヶ島Angels 5 ⼥⼦５１
5WS1 ⼭村 ⽻織梨 やまむら はおり 鶴ヶ島Angels 5 ⼥⼦５２
2WS1 ⼭下 咲季 やました さき 鶴ヶ島Angels 2 ⼥⼦２１
2WS1 ⼩島 碧乃 こじま あおの 鶴ヶ島Angels 2 ⼥⼦２２
1WS1 植松 好⾹ うえまつ このか 鶴ヶ島Angels 年⻑ ⼥⼦１１
6WS1 ⻫藤 愛梨 さいとう あいり 鳩ヶ⾕ウイングス 6 ⼥⼦６１
6WS1 ⼭⼝ 舞花 やまぐち まいか 鳩ヶ⾕ウイングス 6 ⼥⼦６２
5WS1 ⼤熊 希空 おおくま のあ 鳩ヶ⾕ウイングス 5 ⼥⼦５１
4WS1 ⾼崎 初菜 たかさき はつな 鳩ヶ⾕ウイングス 4 ⼥⼦４１
4WS1 ⼩原 あかり こはら あかり 鳩ヶ⾕ウイングス 4 ⼥⼦４２
3WS1 ⿑藤 愛杏 さいとう めいあ 鳩ヶ⾕ウイングス 3 ⼥⼦３１
1WS1 平⽊ 結千佳 ひらき ゆちか 鳩ヶ⾕ウイングス 1 ⼥⼦１１
1WS1 澤海 瑛⾥ そうみ えり 鳩ヶ⾕ウイングス 1 ⼥⼦１２
6MS1 吉⽥ 侑⾺ よしだ ゆうま 飯能シャトルJｒ.B.C 6 男⼦６１
4MS1 ⾦⼦ 悠太朗 かねこ ゆうたろう 飯能シャトルJｒ.B.C 4 男⼦４１
6WS1  成澤 絹 なりさわ きぬ BBC ⼥⼦６１
5WS1  ⾼野 ⾥桜 たかの りお BBC ⼥⼦５１
5WS1  新井 向⽇葵 あらい ひまわり BBC ⼥⼦５２
5WS1  原⽥ 咲良 はらだ さくら BBC ⼥⼦５３
5WS1  橋本 雪乃 はしもと ゆきの BBC ⼥⼦５４
3WS1  原⽥ 藍良 はらだ あいら BBC ⼥⼦３１
6MS1 下⼭ 千翔 しもやま ゆきと 本庄シャトルスター 6 男⼦６１
4MS1 蓮沼 ⼤樹 はすぬま だいじゅ 本庄シャトルスター 4 男⼦４１
4WS1 新津 茉央 にいつ まお 本庄シャトルスター 4 ⼥⼦４１
3WS1 五⼗嵐 美⽉ いがらし みづき 本庄シャトルスター 3 ⼥⼦３１
6MS1 正⽊ ⼤雅 まさき たいが 蓮⽥サウス 6 男⼦６１
5MS1 ⽥辺 凌太 たなべ りょうた 蓮⽥サウス 5 男⼦５１
3MS1 ⽊須 新 きす あらた 蓮⽥サウス 3 男⼦３１
2MS1 松永 拓実 まつなが たくみ 蓮⽥サウス 2 男⼦２１
2MS1 中森 遼太朗 なかもり りょうたろう 蓮⽥サウス 2 男⼦２２
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1MS1 森⽥ 倫晟 もりた りんせい 蓮⽥サウス 1 男⼦１１
6WS1 中野 友瑛 なかの ともえ 蓮⽥サウス 6 ⼥⼦６１
6WS1 須藤 美空 すどう みく 蓮⽥サウス 6 ⼥⼦６２
6WS1 ⻑砂 澄加 ながすな すみか 蓮⽥サウス 6 ⼥⼦６３
6WS1 ⾦⼦ 芽梨愛 かねこ めりあ 蓮⽥サウス 6 ⼥⼦６４
5WS1 近藤 夏凪 こんどう なな 蓮⽥サウス 5 ⼥⼦５１
4WS1 ⽊須 ⽇向 きす ひなた 蓮⽥サウス 4 ⼥⼦４１
4WS1 ⾦⼦ 梨花 かねこ りんか 蓮⽥サウス 4 ⼥⼦４２
3WS1 ⾼梨 ⼼優 たかなし みゆ 蓮⽥サウス 3 ⼥⼦３１
2WS1 海津 希颯 かいづ ののか 蓮⽥サウス 2 ⼥⼦２１
2WS1 ⽵澤 凛 たけざわ りん 蓮⽥サウス 2 ⼥⼦２２
2WS1 深澤 妃那 ふかさわ ひな 蓮⽥サウス 2 ⼥⼦２３
2WS1 伊東 眞央 いとう まお 蓮⽥サウス 2 ⼥⼦２４
2WS1 奈良 萌々果 なら ももか 蓮⽥サウス 2 ⼥⼦２５
1WS1 深澤 果帆 ふかさわ かほ 蓮⽥サウス 1 ⼥⼦１１
5WS2 益⼦ 美悠 ますこ みゆ 蓮⽥サウス 5 ⼥⼦５１
6MS2 増⽥ 創 ますだ はじめ 蓮⽥⿊浜Jr 6 男⼦６１
6MS2 ⼟屋 柊⽻ つちや しゅう 蓮⽥⿊浜Jr 6 男⼦６２
6MS2 佐野 啓太 さの けいた 蓮⽥⿊浜Jr 6 男⼦６３
5MS2 若林 泰正 わかばやし たいせい 蓮⽥⿊浜Jr 5 男⼦５１
5MS2 津々⽊ 朝也 つづき ときや 蓮⽥⿊浜Jr 5 男⼦５２
5MS2 進 正頼 すすむ まさより 蓮⽥⿊浜Jr 5 男⼦５３
5MS2 ⼤野 ⽇陽 おおの はるひ 蓮⽥⿊浜Jr 5 男⼦５４
5MS2 遠藤 玲央 えんどう れお 蓮⽥⿊浜Jr 5 男⼦５５
4MS2 久保 海翔 くぼ かいと 蓮⽥⿊浜Jr 4 男⼦４１
4MS2 吉川 颯⼀郎 よしかわ そういちろう 蓮⽥⿊浜Jr 4 男⼦４２
4MS2 髙⽊ 潤太 たかぎ かんた 蓮⽥⿊浜Jr 4 男⼦４３
3MS2 ⻘沼 悠貴 あおぬま ゆうき 蓮⽥⿊浜Jr 3 男⼦３１
6WS2 ⻄正 彩 にしまさ あや 蓮⽥⿊浜Jr 6 ⼥⼦６１
6WS2 ⻄正 倖 にしまさ さち 蓮⽥⿊浜Jr 6 ⼥⼦６２
6WS2 潮⽥ ひかり うしおだ ひかり 蓮⽥⿊浜Jr 6 ⼥⼦６３
5WS2 ⼩澤 陽菜 おざわ はるな 蓮⽥⿊浜Jr 5 ⼥⼦５１
5WS2 ⽥中 久瑠美 たなか くるみ 蓮⽥⿊浜Jr 5 ⼥⼦５２
5WS2 藤村 栞 ふじむら しおり 蓮⽥⿊浜Jr 5 ⼥⼦５３
5WS2 平澤 綾⼦ ひらさわ あやこ 蓮⽥⿊浜Jr 5 ⼥⼦５４
5WS2 草野 実乃⾥ くさの みのり 蓮⽥⿊浜Jr 5 ⼥⼦５５
5WS2 岩切 瀬奈 いわきり せな 蓮⽥⿊浜Jr 5 ⼥⼦５６
5WS2 ⼤熊 そら おおくま そら 蓮⽥⿊浜Jr 5 ⼥⼦５７
4WS2 古⾕ 佑⾐ ふるや ゆい 蓮⽥⿊浜Jr 4 ⼥⼦４１
4WS2 柳 娜美 やなぎ なみ 蓮⽥⿊浜Jr 4 ⼥⼦４２
4WS2 中野 ⾹陽 なかの こはる 蓮⽥⿊浜Jr 4 ⼥⼦４３
4WS2 阿部 結菜 あべ ゆうな 蓮⽥⿊浜Jr 4 ⼥⼦４４
3WS2 ⼤熊 すず おおくま すず 蓮⽥⿊浜Jr 3 ⼥⼦３１
3WS2 板橋 潤留 いたばし うる 蓮⽥⿊浜Jr 3 ⼥⼦３２
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