
種　目 優　勝 準優勝 参加数
６年男子単 なかがわ　ゆうな かわさき　せいや くまき　りょうや なかむら　たつや いしい　はやと みた　みさき えんだ　よしのぶ くりの　あさひ 　３８

中川 友那 川崎 聖矢 熊木 凌也 中村 竜也 石井 颯 三田 史向 遠田 圭伸 栗野 朝陽
(鶴ヶ島) (じゃパンダ) (チャレンジャー) (チャレンジャー) (春日部白翔) (行田バド) (鶴ヶ島) (鶴ヶ島)

５年男子単 いしざき　かい ちば　たいち うえまつ　きよひと はじかの　おうすけ もり　たいよう なかだ　いつき やまざき　かいじ いしい　はるき 　２７
石崎 夏生 千葉 太一 植松 汐仁 初鹿野 桜佑 森 太陽 中田 樹来 山﨑 櫂二 石井 陽輝
(出羽タン) (蓮田サウス) (鶴ヶ島) (大宮ウィナーズ) (鶴ヶ島) (大宮ウィナーズ) (志木ジュニア) (上尾ジュニア)

４年以下男子単 ごとう　こうた きむら　いちご いしい　かなめ ふるかわ　ゆうき ありえ　おうすけ おおた　ひびき つちや　なる もりた　りんせい 　３９
後藤 洸太 木村 一護 石井 叶夢 古川 湧己 有江 桜空① 太田 響 土屋 七琉 森田 倫晟②
(岩槻ジュニア) (志木ジュニア) (春日部白翔) (鶴ヶ島) (久喜ＡＢＣ) (嵐山バド) (ビッキーズ) (蓮田サウス)

６年女子単 あづま　かな くろかわ　りこ つじ　ありさ はぎわら　さつき のなか　みらい ぬまた　あきこ ほしの　さき しばた　ななみ 　４２
吾妻 佳奈 黒川 璃子 辻 彩里咲 萩原 紗月 野中 望来 沼田 明子 星野 咲妃 柴田 菜々美
(チャレンジャー) (春日部白翔) (チャレンジャー) (鳩ヶ谷) (ビッキーズ) (出羽タン) (大宮ウィナーズ) (羽生ｊｒ)

５年女子単 たかつ　まなか かいとう　あんな やまきた　まお ほりぐち　みづき なりた　ももこ おがわ　ことみ たかはし　ひなか かもだ　まほ 　３２
高津 愛花 垣内 杏南 山北 眞緒 堀口 魅月 成田 桃湖 小川 琴未 高橋 妃菜花 鴨田 真歩
(春日部白翔) (所沢ジュニア) (鶴ヶ島) (チャレンジャー) (大宮ウィナーズ) (春日部白翔) (鳩ヶ谷) (久喜ＡＢＣ)

４年以下女子単 いとう　やすの あべ　かりん かわむら　みり ながみね　りん こしの　はな ぬまた　ゆい えのもと　さやか さいとう　めいあ 　５４
伊藤 康乃 阿部 果凛 河村 実里③ 永峯 凛 越野 花菜 沼田 唯李③ 榎本 紗楓 齊藤 愛杏
(鶴ヶ島) (志木ジュニア) (志木ジュニア) (大宮ウィナーズ) (志木ジュニア) (所沢ジュニア) (蓮田サウス) (鳩ヶ谷)

６年男子複 こかぶ　だいち おおの　けい つだ　こうせい くまがい　たくと おおて　しゅうな たついし　ゆずき あおき　そうた はらやま　たいち 　１３
古株 大智 大野 圭 津田 光生 熊谷 拓士 大手 柊凪 立石 柚月 青木 颯汰 原山 敦地
しみず　ると もり　かずき むらかみ　ひなた おぐら　ゆうと もりなが　こうた たじま　こう あらき　ゆうま かたやま　ひなた
清水 瑠斗 森 和喜 村上 日向 小倉 優翔 森永 晃太 田嶋 晄 荒木 優光 片山 陽太
(志木ジュニア) (久喜ＡＢＣ) (チャレンジャー) (所沢ジュニア) (ビッキーズ) (上里シャトル) (三郷ダックス) (久喜ＡＢＣ)

５年男子複 いとう　まさき おおいで　はると たきむら　ゆう しょうじ　まさき きたはら　たいち ねぎし　あやた うちだ　りょう はらだ　みれあ 　８
伊東 真輝 大出 悠人 滝村 優 庄司 匡輝 北原 大知 根岸 彩太 内田 遼 原田 海碧
ありえ　こはく おおさわ　りゅう はぎわら　しゅんき こざわ　なお いしい　ともき おおくま　たつや なかがわ　あきと そのだ　かずま
有江 琥珀 大澤 琉生 萩原 駿希 小澤 直旺 石井 智樹 大熊 辰弥 中川 陽翔 園田 和磨
(久喜ＡＢＣ) (本庄シャトル) (鳩ヶ谷) (所沢ジュニア) (小川ドリーム) (久喜ＡＢＣ) (ＴＥＡＭジュニア) (久喜ジュニア)

４年以下男子複 むなかた　しゅんき みやうち　なおと なかむら　しゅんや こじま　ひろと たなか　しゅんき おおつか　かいと しいな　こうすけ あらかき　るい 　１１
宗像 瞬輝 宮内 直翔 中村 隼也 小島 洸翔 田中 舜己 大塚 海飛 椎名 洸介 新垣 琉生
いとう　いっせい たじま　いつき はすぬま　なぎ やまおか　たかと とむら　しょうた さかわき　のりひろ ささじま　ゆうご さかわき　けんたろう

伊藤 一星③ 田島 樹 蓮沼 凪 山岡 陸翔 外村 樟太 坂脇 憲広 笹島 悠瑚 坂脇 賢太郎
(久喜ＡＢＣ) (久喜ＡＢＣ) (チャレンジャー) (蓮田サウス) (所沢ジュニア) (鶴ヶ島) (三郷ダックス) (鶴ヶ島)

６年女子複 さくらい　ゆうか あべ　ほのか みやぎ　せいら こばやし　なお こうやま　かえで たかだ　のと おの　みれい たなか　ほのか 　４１
櫻井 優香 阿部 穂乃果 宮城 青空 小林 南緒 神山 椛 高田 乃都 小野 未怜 田中 星夏
ゆもと　りのん そめや　みう ひのはら　さや ほそい　はなな ながさわ　さくら おかだ　れな たにの　みずき せきの　ももか
湯本 凜音 染谷 水雲 日野原 颯 細井 華奈 長澤 さくら 岡田 怜菜 谷野 瑞月 関野 萌百花
(志木ジュニア) (志木ジュニア) (三郷ダックス) (チャレンジャー) (上尾ジュニア) (三郷ダックス) (志木ジュニア) (上尾ジュニア)

５年女子複 くぼた　るい おおつか　さきえ いけや　さき くろかわ　ちか おざき　あみ まつなが　なるみ かわだ　まゆき かなざわ　りほ 　２８
久保田 類 大塚 咲愛 池谷 紗妃 黒川 千佳 尾崎 愛実 松永 成美 川田 茉雪 金沢 莉帆
しのはら　なな おおがね　ゆな いしかわ　りこ いだ　あんな たなか　りお とくとみ　はるか ひらや　まひなた おおたき　みさき
篠原 那奈 大鐘 優菜 石川 里琴 井田 杏奈 田中 理緒 徳富 遙 平山 陽向 大瀧 心咲
(志木ジュニア) (鶴ヶ島) (所沢ジュニア) (上里シャトル) (ＳＧＡ) (久喜ジュニア) (春日部白翔) (チャレンジャー)

４年以下女子複 やしま　みく やまきた　りお たかだ　さと うらの　かりん まつき　ひなた わたなべ　ひなか えのもと　すずか さくらい　りか 　３９
八嶋 未來 山北 莉緒 高田 沙都 浦野 花凛 松木 陽葵 渡辺 妃南香 榎本 涼楓 櫻井 梨香
もり　さわこ はせがわ　はづき たかだ　こと おおたき　あゆみ やまだ　ののか いがらし　みづき かいづ　ののか ゆもと　しづき
森 沙和子 長谷川 葉月 高田 湖都 大瀧 歩未 山田 希乃夏 五十嵐 美月 海津 希颯 湯本 姿月
(久喜ＡＢＣ) (鶴ヶ島) (三郷ダックス) (チャレンジャー) (ＳＧＡ) (本庄シャトル) (蓮田サウス) (志木ジュニア)

三　位 五　位
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