
種　目 優　勝 準優勝 参加数
６年男子複 ノグチ　トシヤ シイナ　コウスケ すずき はると アサノ　カイト ウメザワ　ツバサ イノウエ　ミナト ワタナベ　ユウシ シムラ　リオ 　３２

野口 馳矢 椎名 洸介 鈴木 大翔 浅野 海斗 梅澤 翼 井上 湊仁 渡邉 悠至 志村 倫央
ワガワ　タツヤ ササジマ　ユウゴ なかむら りくと ヤマオカ　タカト オオクニ　マサム ミヤイリ　ユウト シモカワ　リク ヒロベ　ソウダイ

和川 竜也 笹島 悠瑚 中村 陸人 山岡 陸翔 大國 正夢 宮入 悠人 下川 璃久 廣部 蒼大
(Ｓｅｌｆｉｓｈ[神奈川]) (三郷ダックス[埼玉]) (桜川Ｊｒ．[茨城]) (蓮田サウス[埼玉]) (練馬アドバンス[東京]) (八王子Ｋ・Ｂ[東京]) (青梅ジュニア[東京]) (ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ[神奈川])

５年男子複 ミノ　リュウト オオツカ　カイト タケモリ　ヒナタ イワサ　コウタロウ オオトモ　テルマ タジマ　リョウタ ホシノ　ハルキ ヒヤマ　セイタ 　３２
美濃 龍斗 大塚 海飛 武森 陽向 岩佐 幸太郎 大友 輝真 田島 亮太 星野 陽輝 檜山  誠太
サカモト　ユイト モリタ　リンセイ シオタニ　スザク ツチヤ　カズシ マス　リトヤ シゲタ　ヤクモ イガラシ　コウイチ シズク　ユウゴ

坂本 結翔 森田 倫晟 塩谷 朱雀 土屋 和志 升 吏斗哉 重田 八雲 五十嵐 公一 雫  優心
(市川ジュニア[千葉]) (川越ジュニア[埼玉]) (小平ジュニア[東京]) (八王子Ｋ・Ｂ[東京]) (法政クラブ[神奈川]) (市原ジュニア[千葉]) (ＴＥＡＭジュニア[埼玉]) (宇都宮中央[栃木])

４年以下男子複 イシイ　ハルマ トノハタ　レイト キタガワ　レンゴ ナイトウ　ハルキ いのせ たかと キクチ　ホダカ こばやし なおき こいけ こうせい 　３２
石井 春馬 殿畑 玲人 北川  蓮梧 内藤 遥希 猪瀬 嵩人 菊地 穂高 小林 直樹 小池 晃靖
ヤマグチ　タク イワセ　コウダイ アラキ　ユウノスケ イナガワ　タツシ いいた ひろと イトウ　タイヨウ ぐんじ はやと ゆせき れん
山口 拓 岩瀬 剛大 荒木  悠乃介 稲川 達士 飯田 大翔 伊藤 太陽 郡司 颯斗 湯石 蓮
(渋谷ジュニア[東京]) (綾瀬ジュニア[神奈川]) (みはら[栃木]) (川越ジュニア[埼玉]) (西豊田バドミントン[茨城]) (久喜ＡＢＣ[埼玉]) (吉田バドミントン[茨城]) (桜川Ｊｒ．[茨城])

６年男子単 ウラキ　ヒロト イシワカ　ソウタ フクダ　シュンペイ コザワ　ナオ オオサワ　ナツキ イトウ　イッセイ テラヤマ リョウタ ヒラブキ　アキラ 　３２
浦城 宏斗 石若 湊太 福田 駿平 小澤 直旺 大澤 夏來 伊藤 一星 寺山 涼太 平吹 曉
(綾瀬ジュニア[神奈川]) (三条クラークＪｒ．[神奈川]) (Ｓｅｌｆｉｓｈ[神奈川]) (所沢ジュニア[埼玉]) (市川ジュニア[千葉]) (久喜ＡＢＣ[埼玉]) (ＨｏｎｅｙＳｏｐｈｉａ[千葉]) (青梅ジュニア[東京])

５年男子単 サカグチ　コウ サカワキ　ノリヒロ ふじもり かいと ヤマグチ　アキオ ホリカワ　マサキ スズキ　ユウスケ ハギワラ　シュンキ さかもと だいち 　３２
坂口 功 坂脇 憲広 藤森 海斗 山口 晃央 堀川 真暉 鈴木 悠輔 萩原 駿希 坂本 大知
(渋谷ジュニア[東京]) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉]) (ハルトノクラブ[茨城]) (前橋東[群馬]) (Ｓｅｌｆｉｓｈ[神奈川]) (流山ジュニア[千葉]) (鳩ケ谷ウイングス[埼玉]) (ハルトノクラブ[茨城])

４年以下男子単 アリエ　オウスケ シノハラ　ロク ナカガワ　ショウゴ タカハシ　マオ みやした かい ヤマモ　トアキヒコ オシクボ　ダイチ フジワラ　シュウイ 　３２
有江 桜空 篠原  緑 中川 翔護 髙橋 真生 宮下 桧 山本 耀彦 押久保  太智 藤原  秀緯
(川越ジュニア[埼玉]) (志木ジュニア[埼玉]) (町田ジュニア[東京]) (ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ[神奈川]) (ハルトノクラブ[茨城]) (ベイヒッターズジュニア[千葉]) (宇都宮中央[栃木]) (宇都宮ＪＢ[栃木])

６年女子複 ヌマタ　ユイ ヤマキタ　リオ ヤマナカ　アンリ シラトリ　レイナ マスザワ　ユキノ タカハシ　ユメナ ワタナベ　リオン イワマ ユナ 　３２
沼田 唯李 山北 莉緒 山中 杏哩 白鳥 玲菜 増澤 友葵乃 高橋 夢和 渡辺 莉音 岩間 夕奈
イトウ　ハルナ ハセガワ　ハヅキ モリタ　ナナミ マツザキ　レナ ヤマモト　リサ タケザワ　リン オノ　マイア タカダ キリカ
伊東 陽南 長谷川 葉月 森田 七海 松﨑 玲奈 山本 理紗 竹澤 凜 小野 苺彩 高田 季里花
(所沢ジュニア[埼玉]) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉]) (青梅ジュニア[東京]) (春日部白翔[埼玉]) (所沢ジュニア[埼玉]) (蓮田サウス[埼玉]) (青葉ジュニア[神奈川]) (高崎ジュニアバドミントンクラブ[群馬])

５年女子複 なかむら はな ヨシノ　ハヅキ ソノダ　ユウナ コハラ　ミナミ ヒラヤマ　メイ サイゴウ　ユハナ まえだ みわ セキタ　カホ 　３２
中村 羽奈 吉野 羽都希 薗田 優奈 小原 南実 平山 愛唯 齊郷 友花 前田 未和 関田 郁帆
あおやま ひかり ウメザワ　ユイカ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝﾘ ヒラキ　ユチカ ワタナベ　ノア ミヨカワ　ユナ まるやま さえ テヅカ　ミユ
青山 ひかり 梅澤 唯花 渡邉 杏梨 平木 結千佳 渡邊 乃麻 三代川 由奈 丸山 さえ 手塚 咲結
(ハルトノクラブ[茨城]) (練馬アドバンスＪｒ[東京]) (青梅ジュニア[東京]) (鳩ヶ谷ウイングス[埼玉]) (蓮田サウス[埼玉]) (ベイヒッターズジュニア[千葉]) (豊Ｊｒバドミントン[茨城]) (出羽バドミンタン[埼玉])

４年以下女子複 タザワ　シイナ ヤナギシタ　リオ イトウ　ヒヨリ タムラ　ラン ムラヤマ　ハルカ ミナタニ　セリ ミチコシ　リオ ながい りお 　３２
田沢 しいな 柳下 璃央 伊藤 ひより 田村 蘭 村山 陽香 南谷 芹 道越 梨生 永井 凛央
コザワ　ヒナ ナガハラ　リサ ツチヤ　メリ カシワセ　ソラハ ナンダテ　サキ フクヤマ　サキ コニシ　ナツカ おかだ みお
小澤 妃南 長原 里紗 土屋 愛莉 柏瀬 天芳 南立 紗希 福山 咲季 小西 夏歌 岡田 実穏
(所沢ジュニア[埼玉]) (横浜白山バドミントンＳＳ[神奈川]) (伊勢崎ジュニアバドミントンクラブ[群馬]) (神明ジュニア[群馬]) (渋谷ジュニア[東京]) (サザンウィングス[東京]) (平塚イーグレット[神奈川]) (大井沢バドミントン[茨城])

６年女子単 アサノ　マオ ハシムラ　ヒメカ カワムラ　ミリ すずき あやの ヤシロ　サキ ヤマベ　サユリ スギモト　カリン ストウ　ナツキ 　３２
浅野 真央 橋村 妃翔 河村 実里 鈴木 彩乃 屋代 咲季 山辺 彩由里 杉本 夏鈴 須藤 夏希
(宇都宮中央[推薦]) (小平ジュニア[東京]) (志木ジュニア[埼玉]) (ハルトノクラブ[茨城]) (高洲ホープス[千葉]) (ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．[千葉]) (大泉ＪＢＣ[群馬]) (ＭＣジュニア[群馬])

５年女子単 ミナガワ　エマ ナカザワ　リコ バンノ　アオイ タナカ　ミツキ まえの なごみ マエダ　ミサト ホシノ　ユイ セキネ　ナノ 　３２
皆川 恵茉 中沢  莉子 伴野 碧唯 田中 美月 前野 和実 前田 海惺 星野 結衣 関根 菜乃
(小平ジュニア[東京]) (プライドＪｒ[栃木]) (ＮＯＣＫＳ[東京]) (綾瀬ジュニア[神奈川]) (東少年バドミントン[茨城]) (大森ジュニア[千葉]) (ＮＰ神奈川[神奈川]) (春日部白翔[埼玉])

４年以下女子単 ハシヅメ　アイリ タザワ　メイナ ナカノ　ヒヨリ イシカワ　ルルウ タカセ　カナ カミオ　アキ ヒラタ　アオイ とみた ちはる 　３２
橋爪 藍莉 田沢 めいな 中野 日麗 石川 るるう 髙瀬 可菜 神尾 明希 平田 葵 冨田 千晴
(鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉]) (所沢ジュニア[埼玉]) (伊勢崎ジュニアバドミントンクラブ[群馬]) (たなしＭＡＸＪｒ[東京]) (アンビション[神奈川]) (青梅ジュニア[東京]) (渋谷ジュニア[東京]) (桜川Ｊｒ．[茨城])
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関東小学生バドミントン連盟　個人戦オープン大会 ベスト８　　　　　　　　　　2020.11.21-23　久喜市総合体育館


