
種　目 優　勝 準優勝 参加数
６年男子単 小野寺 開斗 阿部 聖也 栗子 信一 藤山 大和 上村 健心 　１６

(ＴＥＡＭジュニア) (アドバンス) (川口朝日クラブ) (ＴＥＡＭジュニア) (川口朝日クラブ)

５年男子単 今枝 拓海 飯田 悠楽 林 拓磨 森永 晃太 大手 柊凪 　１６
(大宮ウィナーズ) (チャレンジャー) (ＴＰＨＭ) (ビッキーズ) (ビッキーズ)

４年男子単 蓮沼 大樹 中西 航希 　６
(本庄シャトルスター) (大宮ウィナーズ)

３年男子単 坂脇 賢太郎 中村 隼也 　８
(鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (チャレンジャー)

２年男子単 中西 海斗 中森 遼太朗 　８
(ＴＥＡＭジュニア) (蓮田サウス)

１年男子単 坂脇 憲広 坂脇 聡介 　７
(鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ)

６年女子単 皆木 穂乃華 伊藤 美優 中野 友瑛 大木 沙耶 渡辺 詩織 土屋 海尋 中山 明雪 諏訪 有美 　３８
(チャレンジャー) (アドバンス) (蓮田サウス) (志木ジュニア) (ビッキーズ) (ビッキーズ) (大宮ウィナーズ) (幸手白翔)

５年女子単 澤柳 穂香 尾関 綾香 齋藤 莉海 伊東 陽茉里 中村 鈴菜 岡田 怜菜 川野 奈津美 山田 綺菜 　２８
(じゃパンダジュニア) (チャレンジャー) (庄和シャトルズ) (所沢ジュニア) (久喜ＡＢＣ) (三郷ダックス) (チャレンジャー) (庄和シャトルズ)

４年女子単 山田 光咲 大瀧 心咲 小坂 文乃 髙山 結子 新津 茉央 安田 芙美奈 高木 美嘉 　２１
(リトルスマッシュ) (チャレンジャー) (大宮ウィナーズ) (ＴＥＡＭジュニア) (本庄シャトルスター) (大宮ウィナーズ) (上尾ジュニア)

３年女子単 齊藤 愛杏 戸坂 未葵 髙山 未早杏 真下 杏 髙橋 優音 井崎 靖乃 島﨑 莉央 中村 心咲 　２４
(鳩ヶ谷ウイングス) (リトルスマッシュ) (羽生Ｊｒ) (リトルスマッシュ) (リトルスマッシュ) (川口朝日クラブ) (加須スターズ) (春日部白翔)

２年女子単 白鳥 玲菜 海津 希颯 増澤 友葵乃 松﨑 玲奈 山下 咲季 田島 澪 栗城 花凛 深澤 妃那 　２４
(春日部白翔) (蓮田サウス) (所沢ジュニア) (春日部白翔) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (久喜ＡＢＣ) (ビッキーズ) (蓮田サウス)

１年女子単 深澤 果帆 澤海 瑛里 植松 好香 高橋 玲奈 　１３
(蓮田サウス) (鳩ヶ谷ウイングス) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (所沢ジュニア)

６年男子単二部 知念 和駿 高澤 奏多 　８
(三郷ダックス) (行田バドミントン)

５年男子単二部 堀口 駿太 砂川 京輝 金 悠人 本間 恵翔 　１４
(行田バドミントン) (行田バドミントン) (加須スターズ) (春日部白翔)

４年男子単二部 石川 裕陽 石川 裕雛 菊地 柊真 根岸 彩太 　１２
(羽っ子熊谷) (羽っ子熊谷) (久喜ＡＢＣ) (久喜ＡＢＣ)

３年男子単二部 八木澤 秀樹 長谷川 大成 　８
(幸手白翔) (羽生Ｊｒ)

６年女子単二部 篠田 希乃佳 小林 美蘭 阿部 友理華 長瀬 ユキ 　１３
(三郷ダックス) (新座ジュニア) (Ｇｒｏｗｔｈ) (幸手白翔)

５年女子単二部 橋本 栞奈 細川 なはる 一ノ瀬 葵 芝 ひなた 中川 明希音 中村 茉楓 　２０
(三郷ダックス) (新座ジュニア) (加須スターズ) (リトルスマッシュ) (春日部白翔) (行田バドミントン)

４年女子単二部 和田 里桜奈 知念 美桜 野島 七海 渡邊 華名 二宮 亜実 吉川 明凛 　２０
(シャトラーズ) (三郷ダックス) (ＴＥＡＭジュニア) (新座ジュニア) (春日部白翔) (ＴＥＡＭジュニア)

３年女子単二部 佐藤 菜々実 大塚 心結 田子 茉光 小林 百花 本間 琴美 武藤 里緒 窪山 日和 　２２
(ＴＰＨＭ) (リトルスマッシュ) (新座ジュニア) (リトルスマッシュ) (リトルスマッシュ) (ＴＥＡＭジュニア) (久喜ＡＢＣ)
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