
参加者名簿
種⽬ 選⼿名 ふりがな 所属(略称) 学年 付加情報 登録状況
5MS1 ⼭下 陸 やました りく TEAMジュニア 5 男⼦５１
5MS1 内⽥ 遼 うちだ りょう TEAMジュニア 5 男⼦５２
3MS1 ⼭下 遥⼈ やました はると TEAMジュニア 3 男⼦３１
5WS1 野島 七海 のじま ななみ TEAMジュニア 5 ⼥⼦５１
3WS1 新村 郷⼦ にいむら さとこ TEAMジュニア 3 ⼥⼦３１
3MS2 星野 陽輝 ほしの はるき TEAMジュニア 2 男⼦３１
3MS2 ⽊村 駿太 きむら しゅんた TEAMジュニア 3 男⼦３２
3WS2 安藤 鈴菜 あんどう すずな TEAMジュニア 2 ⼥⼦３１
3MS1 川﨑 脩平 かわさき しゅうへい アドバンス 3 男⼦３１
6WS1 ⼩林 野々華 こばやし ののか アドバンス 6 ⼥⼦６１
6WS1 松井 陽菜 まつい ひな アドバンス 6 ⼥⼦６２
5WS1 佐藤 千⾵ さとう ちかぜ アドバンス 5 ⼥⼦５１
5WS1 川﨑 俐奈 かわさき りな アドバンス 5 ⼥⼦５２
5WS1 菅原 朱⾳ すがわら あかね アドバンス 5 ⼥⼦５３
4WS1 ⼤橋 寧桜 おおはし ねお アドバンス 4 ⼥⼦４１
3WS1 岡嶋 ⼩遥 おかじま こはる アドバンス 3 ⼥⼦３１
3WS1 ⾓⾕ 亜由⾥ すみや あゆり アドバンス 3 ⼥⼦３２
5MS2 橋本 智弘 はしもと ちひろ アドバンス 5 男⼦５１
5MS2 菊池 ⾈ きくち しゅう シャトラーズ 5 男⼦５１
3WS2 松前 陽葵 まつまえ ひまり シャトラーズ 2 ⼥⼦３１
3WS2 ⾦⼦ 愛⾥ かねこ あいり シャトラーズ 2 ⼥⼦３２
6MS1 安部 ⽇彩 あべ ひいろ じゃパンダ 6 男⼦６１
6MS1 ⼩澤 颯太 おざわ そうた じゃパンダ 6 男⼦６２
3MS1 畑岡 拓⽃ はたおか たくと じゃパンダ 3 男⼦３１
3MS1 根岸 啓太 ねぎし けいた じゃパンダ 3 男⼦３２
6WS1 岸井 遥菜 きしい はるな じゃパンダ 6 ⼥⼦６１
5WS1 畑岡 美那 はたおか みな じゃパンダ 5 ⼥⼦５１
5WS1 菊⽥ 彩 きくた あや じゃパンダ 5 ⼥⼦５２
5WS1 藤井 実果⼦ ふじい みかこ じゃパンダ 5 ⼥⼦５3
5WS1 増⽥ 百花 ますだ ももか じゃパンダ 5 ⼥⼦５4
4WS1 ⾓屋 柚⽻ すみや ゆずは じゃパンダ 4 ⼥⼦４１
3WS1 ⼭中 彩暖 やまなか いろは じゃパンダ 3 ⼥⼦３１
4MS1 上⼭ 司真 かみやま かずま チャレンジャー 4 男⼦４１
2WS1 井上 史⼦ いのうえ ふみこ チャレンジャー 2 ⼥⼦２１
3MS1 鈴⽊ 謙介 すずき けんすけ ビッキーズ 3 男⼦３１
5WS1 提箸 雪乃 さげはし ゆきの ビッキーズ 5 ⼥⼦５１
5WS1 中⼭ ⽇和 なかやま ひより ビッキーズ 5 ⼥⼦５２
4WS1 浦⽥ ⾥奈 うらた りな ビッキーズ 4 ⼥⼦４１
3WS1 笠井 優花 かさい ゆうか ビッキーズ 3 ⼥⼦３１
3WS1 栗城 花凛 くりき かりん ビッキーズ 3 ⼥⼦３２
1WS1 飯塚 茜 いいづか あかね ビッキーズ 1 ⼥⼦１１
2MS1 和⽥ 颯太 わだ そうた ⽻っ⼦熊⾕ 2 男⼦２１
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5WS1 新井 美紗紀 あらい みさき ⽻っ⼦熊⾕ 5 ⼥⼦５１
4WS1 栗原 利沙 くりはら りさ ⽻っ⼦熊⾕ 4 ⼥⼦４１
4WS1 ⼤縫 凛 おおぬい りん ⽻っ⼦熊⾕ 4 ⼥⼦４２
4WS1 間島 綾⾹ まじま あやか ⽻っ⼦熊⾕ 4 ⼥⼦４３
5MS2 ⼤島 健⼠朗 おおしま けんしろう ⽻っ⼦熊⾕ 5 男⼦５１
4WS2 ⽥部井 映那 たべい はな ⽻っ⼦熊⾕ 4 ⼥⼦４１
6MS1 ⼭藤 ⼤地 さんどう だいち ⽻⽣Jr 6 男⼦６１
6MS1 井上 翔太 いのうえ しょうた ⽻⽣Jr 6 男⼦６２
6WS1 篠崎 望⾐瑠 しのざき のえる ⽻⽣Jr 6 ⼥⼦６１
5WS1 井上 愛菜 しのうえ あいな ⽻⽣Jr 5 ⼥⼦５１
4WS1 髙⼭ 未早杏 たかやま みさき ⽻⽣Jr 4 ⼥⼦４１
6MS1 ⽯⾦ 陸⽃ いしがね りくと 加須スターズ 6 男⼦６１
6MS1 ⾦ 悠⼈ こん はると 加須スターズ 6 男⼦６２
3MS1 太⽥ 結翔 おおた ゆいと 加須スターズ 3 男⼦３１
5WS1 徳永 倫佳 とくなが のりか 加須スターズ 5 ⼥⼦５１
2WS1 ⼀ノ瀬 美桜 いちのせ みお 加須スターズ 2 ⼥⼦２１
1WS1 ⼤澤 あづな おおさわ あづな 加須スターズ 1 ⼥⼦１１
4MS2 齋藤 嶺時 さいとう れいじ 加須スターズ 4 男⼦４１
6WS2 ⼀ノ瀬 葵 いちのせ あおい 加須スターズ 6 ⼥⼦６１
6WS2 ⽊村 優空 きむら ゆあ 加須スターズ 6 ⼥⼦６２
6WS2 松本 倫弥 まつもと ともみ 加須スターズ 6 ⼥⼦６３
6WS2 ⼤野 愛美 おおの まなみ 加須スターズ 6 ⼥⼦６４
5WS2 ⼀ノ瀬 悠菜 いちのせ はるな 加須スターズ 5 ⼥⼦５１
4WS2 ⽯川 世莉 いしかわ せり 加須スターズ 4 ⼥⼦４１
4WS2 ⼩森 美咲 こもり みさき 加須スターズ 4 ⼥⼦４２
3WS2 齋藤 真奈 さいとう まな 加須スターズ 3 ⼥⼦３１
3WS2 樋⼝ 榮美 ひぐち えみ 加須スターズ 3 ⼥⼦３２
5MS1 ⼤熊 ⾠弥 おおくま たつや 久喜ABC 5 男⼦５１
5MS1 根岸 彩太 ねぎし あやた 久喜ABC 5 男⼦５２
5MS1 菊地 柊真 きくち しゅうま 久喜ABC 5 男⼦５３
2MS1 野村 佳吾 のむら けいご 久喜ABC 2 男⼦２１
1MS1 菊地 穂⾼ きくち ほだか 久喜ABC 1 男⼦１１
4WS1 窪⼭ ⽇和 くぼやま ひより 久喜ABC 4 ⼥⼦４１
3WS1 今野 澪 こんの みお 久喜ABC 3 ⼥⼦３１
2WS1 ⼤槻 みちる おおつき みちる 久喜ABC 2 ⼥⼦２１
2WS1 冨⽥ 桃愛 とみた ももあ 久喜ABC 2 ⼥⼦２２
4MS1 加藤 孝太 かとう こうた 幸⼿⽩翔 4 男⼦４１
6MS2 ⼤津 新太 おおつ あらた 幸⼿⽩翔 6 男⼦６１
3MS2 ⾨出 昇真 かどで しょうま 幸⼿⽩翔 2 男⼦３１
6WS2 ⽥中 沙⽉ たなか さつき 幸⼿⽩翔 6 ⼥⼦６１
5WS2 天野 恵実 あまの めぐみ 幸⼿⽩翔 5 ⼥⼦５１
4WS2 ⽮部 寿⾳ やべ ことね 幸⼿⽩翔 4 ⼥⼦４１
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5WS1 ⾼澤 天寧 たかざわ あまね ⾏⽥バド 5 ⼥⼦５１
3WS1 荒井 萌⺒ あらい もみ ⾏⽥バド 3 ⼥⼦３１
6WS2 池⽥ 冴映 いけだ さえ ⾏⽥バド 6 ⼥⼦６１
6MS1 川上 貴之 かわかみ たかゆき 三郷ダックス 6 男⼦６１
2MS1 ⼭本 将太郎 やまもと しょうたろう 三郷ダックス 2 男⼦２１
1MS1 会⽥ 壮良 あいだ そら 三郷ダックス 1 男⼦１１
1MS1 孫 晨旭 そん ちぇんし 三郷ダックス 園児 男⼦１２
5WS1 清原 彩⽉ きよはら さつき 三郷ダックス 5 ⼥⼦５１
2WS1 ⽊下 杏 きのした あん 三郷ダックス 2 ⼥⼦２１
2WS1 ⼩川 史栞 おがわ しおり 三郷ダックス 2 ⼥⼦２２
1WS1 松丸 遥 まつまる はるか 三郷ダックス 1 ⼥⼦１１
3MS2 安藤 光希 あんどう こうき 三郷ダックス 3 男⼦３１
3MS1 中⻄ 海⽃ なかにし かいと 志⽊ジュニア 3 男⼦３１
1MS1 篠原 緑 しのはら ろく 志⽊ジュニア 園児 男⼦１１
1MS1 宮原 弘太朗 みやはら こうたろう 志⽊ジュニア 1 男⼦１２
5WS1 景⽅ 玲 かげかた れい 志⽊ジュニア 5 ⼥⼦５１
3WS1 ⾚島 ⾥⾹ あかしま りか 志⽊ジュニア 3 ⼥⼦３１
2WS1 神﨑 絢乃 かんざき あやの 志⽊ジュニア 2 ⼥⼦２１
1WS1 神原 光来 かんばら みく 志⽊ジュニア 1 ⼥⼦１１
1WS1 内村 彩乃 うちむら あやの 志⽊ジュニア 1 ⼥⼦１２
6MS2 鵜殿 幸秀 うどの ゆきひで 志⽊ジュニア 6 男⼦６１
6MS1 本間 恵翔 ほんま けいと 春⽇部⽩翔 6 男⼦６１
6MS1 豊岡 諒也 とよおか りょうや 春⽇部⽩翔 6 男⼦６２
4MS1 豊岡 寛⽃ とよおか ひろと 春⽇部⽩翔 4 男⼦４１
6WS1 塩澤 幸奈 しおざわ ゆきな 春⽇部⽩翔 6 ⼥⼦６１
6WS1 東良 奈波 ひがしら ななみ 春⽇部⽩翔 6 ⼥⼦６２
3MS2 橋本 瑛太 はしもと えいた 春⽇部⽩翔 2 男⼦３１
3MS2 染⾕ 玲空 そめや りく 春⽇部⽩翔 1 男⼦３２
6WS2 ⽯橋 美礼 いしばし みれい 春⽇部⽩翔 6 ⼥⼦６１
4WS2 ⽯橋 優⽉ いしばし ゆづき 春⽇部⽩翔 4 ⼥⼦４１
4WS2 杉原 莉奈 すぎはら りな 春⽇部⽩翔 4 ⼥⼦４２
4WS2 宮澤 ひなた みやざわ ひなた 春⽇部⽩翔 4 ⼥⼦４３
3WS2 ⽯橋 桃花 いしばし ももか 春⽇部⽩翔 1 ⼥⼦３２
5MS1 萩 咲太朗 はぎ さくたろう 所沢ジュニア 5 男⼦５１
1MS1 ⽥沢 太⼀ たざわ たいち 所沢ジュニア 園児 男⼦１１
6WS1 ⼩澤 千珠 こざわ ちず 所沢ジュニア 6 ⼥⼦６１
6WS1 ⽊村 真菜美 きむら まなみ 所沢ジュニア 6 ⼥⼦６２
3WS1 増澤 友葵乃 ますざわ ゆきの 所沢ジュニア 3 ⼥⼦３１
2WS1 中⽥ 美咲 なかた みさ 所沢ジュニア 2 ⼥⼦２１
2WS1 菅⾕ 桜⼦ すがや さくらこ 所沢ジュニア 2 ⼥⼦２２
2WS1 桐⽣ 奏⼼ きりゅう かなみ 所沢ジュニア 2 ⼥⼦２３
2WS1 村上 和花 むらかみ わか 所沢ジュニア 2 ⼥⼦２４

3／8 2017/10/20



参加者名簿
種⽬ 選⼿名 ふりがな 所属(略称) 学年 付加情報 登録状況
2WS1 荻島 瞬 おぎしま しゅん 所沢ジュニア 2 ⼥⼦２５
5MS2 桐⽣ 昊 きりゅう そら 所沢ジュニア 5 男⼦５１
4WS2 星野 茉⼦ ほしの まこ 所沢ジュニア 4 ⼥⼦４１
3WS2 ⼭本 理紗 やまもと りさ 所沢ジュニア 3 ⼥⼦３１
1WS1 藤原 ほのか ふじはら ほのか ⼩川ドリーム 1 ⼥⼦１１
4MS1 永沢 祥吾 ながさわ しょうご 庄和シャトルズ 4 男⼦４１
5WS1 ⼩尾 あさみ おび あさみ 庄和シャトルズ 5 ⼥⼦５１
5WS1 藤平 あずさ ふじひら あずさ 庄和シャトルズ 5 ⼥⼦５２
2WS1 佐藤 優莉 さとう ゆうり 庄和シャトルズ 2 ⼥⼦２１
6MS2 野沢 悠⽉ のざわ ゆつき 庄和シャトルズ 6 男⼦６１
4MS2 野沢 奏成 のざわ そな 庄和シャトルズ 4 男⼦４１
6WS2 吉⽥ 彩花 よしだ あやか 庄和シャトルズ 6 ⼥⼦６１
5WS2 ⻄塚 英麗菜 にしづか えれな 庄和シャトルズ 5 ⼥⼦５１
4WS2 ⽯川 いろは いしかわ いろは 庄和シャトルズ 4 ⼥⼦４１
6MS1 松尾 拓海 まつお たくみ 上尾ジュニア 6 男⼦６１
4MS1 磯部 楓雅 いそべ ふうが 上尾ジュニア 4 男⼦４１
1MS1 松本 崇佑 まつもと そうすけ 上尾ジュニア 1 男⼦１１
5WS1 ⾼⽊ 美嘉 たかぎ みひろ 上尾ジュニア 5 ⼥⼦５１
5WS1 ⼭下 優希 やました ゆき 上尾ジュニア 5 ⼥⼦５２
3MS2 ⼭下 晴希 やました はるき 上尾ジュニア 2 男⼦３１
3MS2 三枝 礼 さえぐさ れい 上尾ジュニア 3 男⼦３２
5WS2 塩⽥ すず しおた すず 上尾ジュニア 5 ⼥⼦５１
5WS2 三枝 美⼼ さえぐさ みこ 上尾ジュニア 5 ⼥⼦５２
5WS2 上島 光 かみじま ひかり 上尾ジュニア 5 ⼥⼦５３
3WS2 ⾼橋 泉⾳夢 たかはし いおな 上尾ジュニア 2 ⼥⼦３１
4MS1 相川 武蔵 あいかわ むさし 上⾥ジュニア 4 男⼦４１
6WS1 飯塚 愛梨 いいづか あいり 上⾥ジュニア 6 ⼥⼦６１
6WS1 ⿊⽻ 花⾳ くろは かのん 上⾥ジュニア 6 ⼥⼦６２
5WS1 砂⽥ 英恵 すなだ はなえ 上⾥ジュニア 5 ⼥⼦５１
5WS1 ⽮島 由菜 やじま ゆな 上⾥ジュニア 5 ⼥⼦５２
4WS1 松本 萌 まつもと もえ 上⾥ジュニア 4 ⼥⼦４１
4WS1 ⼦安 美緒 こやす みお 上⾥ジュニア 4 ⼥⼦４２
6MS2 松本 允 まつもと まこと 上⾥ジュニア 6 男⼦６１
4WS2 五⼗嵐 由華 いがらし ゆいか 上⾥ジュニア 4 ⼥⼦４１
5WS1 渡邊 華名 わたなべ はな 新座ジュニア 5 ⼥⼦５１
4WS1 ⼩林 華凛 こばやし かりん 新座ジュニア 4 ⼥⼦４１
4WS1 梶原 梨⼼ かじわら りこ 新座ジュニア 4 ⼥⼦４２
4WS1 ⽥⼦ 茉光 たご まひる 新座ジュニア 4 ⼥⼦４３
6MS1 寺瀬 航⽣ てらせ こうき 川⼝朝⽇クラブ 6 男⼦６１
3MS1 井本 稜⼆ いもと りょうじ 川⼝朝⽇クラブ 3 男⼦３１
2MS1 川⼜ 暁⼈ かわまた あきひと 川⼝朝⽇クラブ 2 男⼦２１
1MS1 宮崎 潤誠 みやざき じゅんせい 川⼝朝⽇クラブ 1 男⼦１１
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6WS1 武藤 咲⽻ むとう さわ 川⼝朝⽇クラブ 6 ⼥⼦６１
5WS1 島⽥ 理世 しまだ りせ 川⼝朝⽇クラブ 5 ⼥⼦５１
4WS1 ⼩⽊ 葉⾳ おぎ はのん 川⼝朝⽇クラブ 4 ⼥⼦４１
4WS1 伊藤 清那 いとう せいな 川⼝朝⽇クラブ 4 ⼥⼦４２
2WS1 中⻄ あかね なかにし あかね 川⼝朝⽇クラブ 2 ⼥⼦２１
2WS1 織茂 恵怜菜 おりも えれな 川⼝朝⽇クラブ 2 ⼥⼦２２
1WS1 中⻄ 若葉 なかにし わかば 川⼝朝⽇クラブ 1 ⼥⼦１１
1WS1 三反⽥ リナ さんたんだ りな 川⼝朝⽇クラブ 1 ⼥⼦１２
1WS1 池⽥ 琉愛 いけだ るあ 川⼝朝⽇クラブ 1 ⼥⼦１３
1WS1 神野 茜⾳ かんの あかね 川⼝朝⽇クラブ 1 ⼥⼦１４
6MS2 ⾦⼦ 真拓 かねこ まひろ 川⼝朝⽇クラブ 6 男⼦６１
6MS2 柵⼭ 幸輝 さくやま こうき 川⼝朝⽇クラブ 6 男⼦６２
6MS2 伊⽥ 奏 いだ かなで 川⼝朝⽇クラブ 6 男⼦６３
6MS2 村井 ⼀絆 むらい いつき 川⼝朝⽇クラブ 6 男⼦６４
5MS2 波岡 海⽉ なみおか みづき 川⼝朝⽇クラブ 5 男⼦５１
4MS2 川⼜ 晴揮 かわまた はるき 川⼝朝⽇クラブ 4 男⼦４１
4MS2 芦名 悠暉 あしな はるひ 川⼝朝⽇クラブ 4 男⼦４２
4MS2 ⽊村 紅哉 きむら こうや 川⼝朝⽇クラブ 4 男⼦４３
4MS2 池⽥ 蓮 いけだ れん 川⼝朝⽇クラブ 4 男⼦４４
6WS2 菊池 恵美 きくち えみ 川⼝朝⽇クラブ 6 ⼥⼦６１
5WS2 鈴⽊ 美緒 すずき みお 川⼝朝⽇クラブ 5 ⼥⼦５１
5WS2 三⽥村 咲希 みたむら さき 川⼝朝⽇クラブ 5 ⼥⼦５２
5WS2 阿部 ⽇葵 あべ ひなた 川⼝朝⽇クラブ 5 ⼥⼦５３
4WS2 朝倉 みなみ あさくら みなみ 川⼝朝⽇クラブ 4 ⼥⼦４１
4WS2 中⻄ 未来 なかにし みく 川⼝朝⽇クラブ 4 ⼥⼦４２
4WS2 五⼗嵐 樹菜 いがらし じゅな 川⼝朝⽇クラブ 4 ⼥⼦４３
4WS2 井崎 靖乃 いざき しずの 川⼝朝⽇クラブ 4 ⼥⼦４４
4WS2 柵⼭ ひかり さくやま ひかり 川⼝朝⽇クラブ 4 ⼥⼦４５
3WS2 ⼩松 莉緒 こまつ りお 川⼝朝⽇クラブ 3 ⼥⼦３１
5MS1 由利 真樹 ゆり まさき ⼤宮ウィナーズ 5 男⼦５１
5MS1 中⼭ 幸⼤ なかやま こうだい ⼤宮ウィナーズ 5 男⼦５２
5WS1 ⼩坂 ⽂乃 こさか ふみの ⼤宮ウィナーズ 5 ⼥⼦５１
5WS1 船津 咲彩 ふなつ さや ⼤宮ウィナーズ 5 ⼥⼦５２
5WS1 前⼭ 亜美 まえやま あみ ⼤宮ウィナーズ 5 ⼥⼦５３
5WS1 萬代 順⼦ ばんだい なおこ ⼤宮ウィナーズ 5 ⼥⼦５４
4WS1 ⽊村 ⼼⾳ きむら ここね ⼤宮ウィナーズ 4 ⼥⼦４１
3WS1 ⼾沢 希予 とざわ きよ ⼤宮ウィナーズ 3 ⼥⼦３１
3MS2 ⽥中 蒼⼀朗 たなか そういちろう ⼤宮ウィナーズ 3 男⼦３１
3MS2 ⼟屋 秋久 つちや あきひさ ⼤宮ウィナーズ 2 男⼦３２
3MS2 由利 直樹 ゆり なおき ⼤宮ウィナーズ 2 男⼦３３
5WS2 ⾼井 千冬 たかい ちと ⼤宮ウィナーズ 5 ⼥⼦５１
5WS2 鈴⽊ ひなの すずき ひなの ⼤宮ウィナーズ 5 ⼥⼦５２
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5WS2 岸 夏美 きし なつみ ⼤宮ウィナーズ 5 ⼥⼦５３
4WS2 ⼟屋 千春 つちや ちはる ⼤宮ウィナーズ 4 ⼥⼦４１
4WS2 ⼾沢 理睦 とざわ りむ ⼤宮ウィナーズ 4 ⼥⼦４２
2MS1 笠原 聖⽮ かさはら せいや 朝霞ジュニア 2 男⼦２１
2WS1 ⽥村 美咲希 たむら みさき 朝霞ジュニア 2 ⼥⼦２１
6MS2 遠藤 神楽 えんどう かぐら 朝霞ジュニア 6 男⼦６１
6MS2 仲平 昌史 なかひら あきふみ 朝霞ジュニア 6 男⼦６２
6MS2 ⻑⾕川 ⿓乃介 はせがわ りゅうのすけ 朝霞ジュニア 6 男⼦６３
6MS2 松永 岳⼤ まつなが たけひろ 朝霞ジュニア 6 男⼦６４
6MS2 安⽥ 獅童 やすだ しどう 朝霞ジュニア 6 男⼦６５
4MS2 ⽠⽣ 洸暉 うりゅう ひろき 朝霞ジュニア 4 男⼦４１
4MS2 ⼩池 智也 こいけ ともや 朝霞ジュニア 4 男⼦４２
4MS2 ⼩関 優介 こせき ゆうすけ 朝霞ジュニア 4 男⼦４３
5WS2 居原⽥ 千幸 いはらだ ちさき 朝霞ジュニア 5 ⼥⼦５１
4WS2 荒⽊ 汐⾥ あらき しおり 朝霞ジュニア 4 ⼥⼦４１
4WS2 荒⽊ 陽向 あらき ひより 朝霞ジュニア 4 ⼥⼦４２
4WS2 星野 あまね ほしの あまね 朝霞ジュニア 4 ⼥⼦４３
3WS2 中⽥ ⽲帆 なかだ かほ 朝霞ジュニア 3 ⼥⼦３１
6MS1 ⾦⼦ 健 かねこ たけし 鶴ヶ島Angels 6 男⼦６１
3WS1 ⼭下 咲季 やました さき 鶴ヶ島Angels 3 ⼥⼦３１
3WS1 ⼩島 碧乃 おじま あおの 鶴ヶ島Angels 3 ⼥⼦３２
2WS1 平本 智弘 ひらもと ちひろ 鶴ヶ島Angels 2 ⼥⼦２１
1WS1 栗原 芽⽣ くりはら めい 鶴ヶ島Angels 園児 ⼥⼦１１
6MS1 向後 遥希 こうご はるき 鳩ヶ⾕ウイングス 6 男⼦６１
5MS1 ⽚⼭ 昂⼤ かたやま こうた 鳩ヶ⾕ウイングス 5 男⼦５１
5MS1 染⾕ 春翔 そめや はると 鳩ヶ⾕ウイングス 5 男⼦５２
2MS1 帰⼭ 怜旺 きやま れお 鳩ヶ⾕ウイングス 2 男⼦２１
1MS1 ⾼橋 元太 たかはし げんた 鳩ヶ⾕ウイングス 1 男⼦１１
6WS1 ⼤熊 希空 おおくま のあ 鳩ヶ⾕ウイングス 6 ⼥⼦６１
5WS1 ⾼崎 初菜 たかさき はつな 鳩ヶ⾕ウイングス 5 ⼥⼦５１
4WS1 草間 凪 くさま なぎさ 鳩ヶ⾕ウイングス 4 ⼥⼦４１
3WS1 ⼭川 ⽻咲 やまかわ つばさ 鳩ヶ⾕ウイングス 3 ⼥⼦３１
2WS1 平⽊ 結千佳 ひらき ゆちか 鳩ヶ⾕ウイングス 2 ⼥⼦２１
2WS1 ⼩原 南実 こはら みなみ 鳩ヶ⾕ウイングス 2 ⼥⼦２２
3MS2 ⼩林 奏太 こばやし かなた 鳩ヶ⾕ウイングス 3 男⼦３１
6MS1 ⽥中 天晴 たなか たんせい 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 6 男⼦６１
5MS1 ⾦⼦ 悠太朗 かねこ ゆうたろう 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 5 男⼦５１
5WS1 伊藤 彩 いとう あや 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 5 ⼥⼦５１
2WS1 ⼩出 紫緒⾥ こいで しおり 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 2 ⼥⼦２１
5MS2 上澤 遼⼰ うえさわ はるき 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 5 男⼦５１
5MS2 加藤 友⼀ かとう ともかず 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 5 男⼦５２
5MS2 深澤 ⼤輝 ふかさわ ひろき 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 5 男⼦５３
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5MS2 中⼭ ⻯冴 なかやま りゅうが 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 5 男⼦５４
4MS2 ⼩出 淳獅 こいで あつし 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 4 男⼦４１
5WS2 加藤 ⾳⽻ かとう おとは 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 5 ⼥⼦５１
5WS2 ⽊下 叶奈 きのした かな 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 5 ⼥⼦５２
5WS2 鯉沼 京⾹ こいぬま きょうか 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 5 ⼥⼦５３
5WS2 森⽥ 麗美亜 もりた れみあ 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 5 ⼥⼦５４
4WS2 佐々⽊ 陽菜 ささき ひな 飯能シャトルＪｒ.Ｂ.Ｃ 4 ⼥⼦４１
6MS1 松本 純 まつもと じゅん BBC 6 男⼦６１
6WS1 ⾼野 ⾥桜 たかの りお BBC 6 ⼥⼦６１
6WS1 新井 向⽇葵 あらい ひまわり BBC 6 ⼥⼦６２
6WS1 原⽥ 咲良 はらだ さくら BBC 6 ⼥⼦６３
6WS1 橋本 雪乃 はしもと ゆきの BBC 6 ⼥⼦６４
6WS1 市村 桃花 いちむら ももか BBC 6 ⼥⼦６５
6WS1 ⼤島 佑⽉ おおしま ゆずき BBC 6 ⼥⼦６６
6WS1 ⼆⾒ 夏鈴 ふたみ かりん BBC 6 ⼥⼦６７
6WS1 染野 千織 せめの ちおり BBC 6 ⼥⼦６８
4WS1 ⼩⼭ 莉央 こやま りお BBC 4 ⼥⼦４１
4WS1 ⼤島 未園 おおしま みその BBC 4 ⼥⼦４２
5MS1 蓮沼 ⼤樹 はすぬま だいじゅ 本庄シャトルスター 5 男⼦５１
5WS1 五⼗嵐 穂⽉ いがらし ほづき 本庄シャトルスター 5 ⼥⼦５１
5WS1 新津 茉央 にいつ まお 本庄シャトルスター 5 ⼥⼦５２
5WS1 姫井  凛華 ひめい りんか 本庄シャトルスター 5 ⼥⼦５３
5WS1 ⾦⾼ 梨紗 かねたか りさ 本庄シャトルスター 5 ⼥⼦５４
5WS1 武正 奈那美 たかまさ ななみ 本庄シャトルスター 5 ⼥⼦５５
1MS1 太⽥ 旭 おおた あさひ 嵐⼭バドミントンクラブ 1 男⼦１１
1MS1 ⽯嶋 礼 いしじま れい 嵐⼭バドミントンクラブ 1 男⼦１２
6WS1 加藤 優奈 かとう ゆうな 嵐⼭バドミントンクラブ 6 ⼥⼦６１
6WS1 島野 夢 しまの ゆめ 嵐⼭バドミントンクラブ 6 ⼥⼦６２
5MS2 関⼝ ⻯平 せきぐち りゅうへい 嵐⼭バドミントンクラブ 5 男⼦５１
5WS2 柴⽣⽥ 莉実 しぼうた りみ 嵐⼭バドミントンクラブ 5 ⼥⼦５１
5WS2 ⽯嶋 禮逢七 いしじま らあな 嵐⼭バドミントンクラブ 5 ⼥⼦５２
4WS2 上野 朱⾳ うえの あかね 嵐⼭バドミントンクラブ 4 ⼥⼦４１
4WS2 森⽥ 実⾥ もりた まり 嵐⼭バドミントンクラブ 4 ⼥⼦４２
4WS2 森⽥ 依⾥ もりた えり 嵐⼭バドミントンクラブ 4 ⼥⼦４３
4WS2 ⼩出 早紀 こいで さき 嵐⼭バドミントンクラブ 4 ⼥⼦４４
4WS2 関⼝ みなみ せきぐち みなみ 嵐⼭バドミントンクラブ 4 ⼥⼦４５
3WS2 利根川 和⽣ とねがわ なごみ 嵐⼭バドミントンクラブ 3 ⼥⼦３１
6MS1 ⽥辺 凌太 たなべ りょうた 蓮⽥サウス 6 男⼦６１
5WS1 森⽥ 倖珠 もりた こうみ 蓮⽥サウス 5 ⼥⼦５１
3WS1 ⽵澤 凛 たけざわ りん 蓮⽥サウス 3 ⼥⼦３１
3WS1 奈良 萌々果 なら ももか 蓮⽥サウス 3 ⼥⼦３２
6MS1 遠藤 玲央 えんどう れお ⿊浜ジュニア 6 男⼦６１
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6WS1 ⼩澤 陽菜 おざわ はるな ⿊浜ジュニア 6 ⼥⼦６１
6WS1 ⽥中 久瑠美 たなか くるみ ⿊浜ジュニア 6 ⼥⼦６２
6WS1 藤村 栞 ふじむら しおり ⿊浜ジュニア 6 ⼥⼦６３
6WS1 平澤 綾⼦ ひらさわ あやこ ⿊浜ジュニア 6 ⼥⼦６４
6WS1 草野 実乃⾥ くさの みのり ⿊浜ジュニア 6 ⼥⼦６５
6WS1 岩切 瀬奈 いわきり せな ⿊浜ジュニア 6 ⼥⼦６６
6WS1 ⼤熊 そら おおくま そら ⿊浜ジュニア 6 ⼥⼦６７
5MS2 久保 海翔 くぼ かいと ⿊浜ジュニア 5 男⼦５１
5MS2 髙⽊ 潤太 たかぎ かんた ⿊浜ジュニア 5 男⼦５２
4MS2 ⻘沼 悠貴 あおぬま ゆうき ⿊浜ジュニア 4 男⼦４１
3MS2 井上 涼太郎 いのうえ りょうたろう ⿊浜ジュニア 3 男⼦３１
3MS2 ⽶澤 要 よねざわ かなめ ⿊浜ジュニア 3 男⼦３２
3MS2 真⽥ 琉星 さなだ りゅうせい ⿊浜ジュニア 3 男⼦３３
4WS2 ⼤熊 すず おおくま すず ⿊浜ジュニア 4 ⼥⼦４１
4WS2 板橋 潤留 いたばし うる ⿊浜ジュニア 4 ⼥⼦４２
4WS2 鈴⽊ 愛菜 すずき あいな ⿊浜ジュニア 4 ⼥⼦４３
3WS2 千ヶ崎 あかり ちがさき あかり ⿊浜ジュニア 3 ⼥⼦３１
3WS2 井元 来美 いもと くるみ ⿊浜ジュニア 3 ⼥⼦３２
3WS2 ⽥中 愛莉 たなか あいり ⿊浜ジュニア 3 ⼥⼦３３
3WS2 ⽥中 友璃奈 たなか ゆりな ⿊浜ジュニア 3 ⼥⼦３４
3WS2 久保 璃々花 くぼ りりか ⿊浜ジュニア 3 ⼥⼦３５
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