
学年 種⽬ 優勝 準優勝
有江 琥珀／⼤熊 ⾠弥 植松 汐仁／森 太陽 ⼤出 悠⼈／⼤澤 琉⽣ ⼩倉 優翔／萩 咲太朗 ⽯川 裕陽／⽯川 裕雛 中⽔ 翔太／⽚⼭ 昂⼤ ⼤澤 快晴／⽥中 柊⽻ 中⽥ 樹来／中⻄ 航希

久喜ＡＢＣ 鶴ヶ島 本庄シャトル 所沢ジュニア ⽻っ⼦熊⾕ 鳩ヶ⾕ チャレンジャー ⼤宮ウィナーズ
宗像 瞬輝／宮内 直翔 ⼟屋 七琉／⼋⽊澤 秀樹 新垣 琉⽣／坂脇 賢太郎 笹⽬ 脩徳／永澤 祥吾 ⽊村 紅哉／⼭下 祥英 ⽥中 舜⼰／⼩澤 直旺④ 朝⽇ 新／丸⼭ 玲司 蓮沼 凪／劉 皓旭

久喜ＡＢＣ ビッキーズ 鶴ヶ島 三郷ダックス 川⼝朝⽇ 所沢ジュニア 蓮⽥サウス チャレンジャー
椎名 洸介／笹島 悠瑚 服部 有悟／⽥⼝ 諒之介 ⼤塚 海⾶③／坂脇 聡介③ 浅野 海⽃／森⽥ 倫晟 福井 ⾶翔③／篠原 緑① 樋⽥ 歩／中⻄ 海⽃ ⿊⽻ 歩夢／⿑藤 聖⽮ 帰⼭ 怜旺③／⾼橋 元太②

三郷ダックス 出⽻タン 鶴ヶ島 蓮⽥サウス 志⽊ジュニア 志⽊ジュニア 上⾥ジュニア 鳩ヶ⾕
⼭北 眞緒／伊藤 康乃⑤ 久保⽥ 類／篠原 那奈 ⼩川 琴未／吉⽥ 沙⾐梨 ⼤塚 咲愛／⼤鐘 優菜 稲川 智⾹／成⽥ 桃湖 ⿊川 千佳／井⽥ 杏奈 池⾕ 紗妃／⽥沢 花奈 ⾦沢 莉帆／⼤瀧 ⼼咲

鶴ヶ島 志⽊ジュニア 春⽇部⽩翔 鶴ヶ島 ⼤宮ウィナーズ 上⾥ジュニア 所沢ジュニア チャレンジャー
⼋嶋 未來／森 沙和⼦ ⼭⽥ 希乃夏／松⽊ 陽葵 ⾼⽥ 沙都／⾼⽥ 湖都 ⿑藤 愛杏／村⼭ 沙羅 ⼤野 稟絢／⼩野寺 彩⽻ ⽥⾙ 紗花／中⽥ 莉奈 内野 結葵／森永 さくら③ 髙橋 優⾳／本間 琴美

久喜ＡＢＣ ＳＧＡ 三郷ダックス 鳩ヶ⾕ ＳＧＡ 所沢ジュニア ビッキーズ リトルスマッシュ

⼭北 莉緒／⻑⾕川 葉⽉ ⽩⿃ 玲菜／松﨑 玲奈 ⾼橋 夢和／⽵澤 凛 岩澤 梨真／⻘⽊ ⼼⾳③ ⽩⽯ 愛結／髙⼭ 祐希 海津 希颯／榎本 涼楓 ⼩林 綾⾳／今井 美花 関根 悠乃／⼩川 ⼣⾥花③

鶴ヶ島 春⽇部⽩翔 蓮⽥サウス 三郷ダックス ＴＥＡＭジュニア 蓮⽥サウス 出⽻タン 春⽇部⽩翔
⽯崎 夏⽣ 伊東 真輝 千葉 太⼀ ⼭﨑 櫂⼆ 根岸 彩太 初⿅野 桜佑 伊藤 充希 ⽯井 陽輝

チャレンジャー 鶴ヶ島 蓮⽥サウス 志⽊ジュニア 久喜ＡＢＣ ⼤宮ウィナーズ ビッキーズ 上尾ジュニア
後藤 洸太 古川 湧⼰ ⽯井 叶夢 ⽊村 ⼀護 中村 隼也 ⼩島 洸翔 太⽥ 響 今野 樹

岩槻ジュニア 鶴ヶ島 春⽇部⽩翔 志⽊ジュニア 志⽊ジュニア 蓮⽥サウス 嵐⼭バド 久喜ＡＢＣ
萩原 駿希③ 伊藤 ⼀星 坂脇 憲広③ 外村 樟太 柴崎 祐希 ⼭下 晴希③ ⼭岡 陸翔 有江 桜空②

鳩ヶ⾕ 久喜ＡＢＣ 鶴ヶ島 所沢ジュニア 都幾川 上尾ジュニア 蓮⽥サウス 久喜ＡＢＣ
⾼津 愛花 垣内 杏南 ⾼橋 妃菜花 鴨⽥ 真歩 佐藤 千⾵ 森⽥ 倖珠 和⽥ ⾥桜奈 堀⼝ 魅⽉
春⽇部⽩翔 志⽊ジュニア 鳩ヶ⾕ 久喜ＡＢＣ アドバンス 蓮⽥サウス チャレンジャー チャレンジャー
阿部 果凛 永峯 凜 榎本 紗楓 鈴⽊ ⽇埜 ⽯川 紗也加 鈴⽊ 七桜 ⽯川 ⾥琴 浦野 花凛

志⽊ジュニア ⼤宮ウィナーズ 蓮⽥サウス 出⽻タン ⼤宮ウィナーズ ビッキーズ 所沢ジュニア チャレンジャー
河村 実⾥ 沼⽥ 唯李 伊東 陽南 沼⽥ 妹⼦ 井上 史⼦③ 湯本 姿⽉ 松⼾ 海③ ⼤瀧 歩未

志⽊ジュニア 所沢ジュニア 所沢ジュニア 出⽻タン チャレンジャー 志⽊ジュニア 志⽊ジュニア チャレンジャー

⽇程・会場 平成30年8⽉25⽇(⼟) 毎⽇興業アリーナ久喜
平成30年8⽉26⽇(⽇) 毎⽇興業アリーナ久喜

第35回埼⽟県⼩学⽣バドミントン⼤会（兼第27回全国⼩学⽣バドミントン⼤会埼⽟県予選会）
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