
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

ごとう　たつひと くろは　あゆむ さかきばら　こう シバサキ　ヒロキ

後藤 達人 黒羽 歩夢 榊原 昊 柴崎 祐希

(上里ジュニア[6]) (上里ジュニア[6]) (飯能シャトル[6]) (都幾川シャトルズ[6])

いしだ　てつや おおさわ　つむぎ ふるや　かずき つちや あきひさ

石田 哲也 大沢 紬稀 古谷 和輝 土屋  秋久

(三郷ダックス[5]) (三郷ダックス[5]) (黒浜Ｊｒ．[5]) (チャレンジャー[5])

あいだ　そら いしわたり　あやと はすぬま　ひゅうが そめや　りく

会田 壮良 石渡 彪斗 蓮沼 日向 染谷 玲空

(三郷ダックス[4]) (久喜ＡＢＣ[4]) (本庄シャトルスター[4]) (春日部白翔[4])

さとう　りくと さとう　あさひ すだ　さすけ こうざき　しゅう

佐藤 陸人 佐藤 旭 須田 颯介 幸崎 柊侑

(久喜ＡＢＣ[3]) (じゃパンダジュニア[3]) (飯能シャトル[3]) (ＴＥＡＭジュニア[3])

あべ　りょうた うえまつ　はると いまい　しゅんすけ やじま　しゅん

阿部 遼太 植松 暖仁 今井 駿佑 矢島 駿

(ＳＧＡ[2]) (川越ジュニア[2]) (川越ジュニア[2]) (ＳＨＵＴＴＬＥ Ｋ．[2])

すずき　りょうた うるしやま　おうき なかむら　そら まるやま　まさと

鈴木 陵太 漆山 桜貴 中村 颯良 丸山 正翔

(川越ジュニア[1]) (川越ジュニア[1]) (所沢ジュニア[1]) (じゃパンダジュニア[1])

しまだ　かの やなぎはら　りお しらいし　あゆ ナガシマ　アヤカ

島田 花音 柳原 里緒 白石 愛結 長島 彩桂

(じゃパンダジュニア[6]) (ＳＧＡ[6]) (ＴＥＡＭジュニア[6]) (都幾川シャトルズ[6])

こみね　みなみ はらだ　りお なかむら　あん こいで　しおり

小峯 みなみ 原田 理央 中村 杏 小出 紫緒里

(所沢ジュニア[5]) (所沢ジュニア[5]) (三郷ダックス[5]) (飯能シャトル[5])

まつまる　はるか さかい　ななか いしばし　ももか かとう　さゆ

松丸 遥 堺 菜々香 石橋 桃花 加藤 咲柚

(三郷ダックス[4]) (上尾ジュニア[4]) (春日部白翔[4]) (羽っ子熊谷[4])

まつもと　ひなの まえだ　れい あんどう　あやは うじの　ちか

松本 陽菜乃 前田 玲 安藤 彩葉 宇治野 千佳

(久喜ＡＢＣ[3]) (ブリッツＪＢＣ[3]) (三郷ダックス[3]) (久喜ＡＢＣ[3])

さくらい　ももか はしもと　まとい おおさわ　りづは くしびき　かおり

櫻井 萌々香 橋本 纏 大澤 りづは 櫛引 香里

(ふじみ野ジュニア[2]) (春日部白翔[2]) (加須スターズ[2]) (所沢ジュニア[2])

さとう　ゆきみ かいづ  ささら なかむら　しずく こが　みな

佐藤 雪巳 海津  颯更 中村 雫 古賀 海奈

(アドバンス[1]) (蓮田サウス[1]) (三郷ダックス[1]) (ふじみ野ジュニア[1])

たかはし　ひろと ひらの　こうき ひとみ　りょうすけ

高橋 大翔 平野 晃己 人見 凌輔

(川口クラブ[6]) (リトルスマッシュ[6]) (パワーヒッターズ[6])

ささき　あゆむ たかはし　たいし しいな　たくま あべ　ゆうだい

佐々木 歩 高橋 泰史 椎名 逞 阿部 祐大

(春日部白翔[5]) (ＳＧＡ[5]) (朝霞ジュニア[5]) (朝霞ジュニア[5])

あおぬま　ひろき こすぎ　こうだい なりた　はると まつお　こうき

青沼 拓貴 小杉 倖大 成田 遥翔 松尾 聖

(黒浜Ｊｒ．[4]) (リトルスマッシュ[4]) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[4]) (ＴＥＡＭジュニア[4])

しんじ　ゆうわ つだ  こうき さかい　はる うえまつ たいが

進士 悠羽 津田  光基 酒井 陽 植松  大雅

(ＳＧＡ[3]) (チャレンジャー[3]) (朝霞ジュニア[3]) (川口朝日[3])

たぐち　ひな ちば　れいか せきぐち　あすか さいとう　まな

田口 陽菜 千葉 麗嘉 関口 飛鳥 齋藤 真奈

(加須スターズ[6]) (久喜ジュニア[6]) (朝霞ジュニア[6]) (加須スターズ[6])

さとう　しほ こやの　ひなの とみおか　ゆめほ のぐち　りりこ

佐藤 志帆 小谷野  ひなの 冨岡 夢穂 野口 りり子

(朝霞ジュニア[5]) (出羽タン[5]) (朝霞ジュニア[5]) (飯能シャトル[5])

なかむら　ゆうさ きたはら　みう ふくじゅ　あむ おがわ　かりな

中村 優紗 北原 美羽 福聚 彩夢 小川 栞里菜

(所沢ジュニア[4]) (三郷ダックス[4]) (朝霞ジュニア[4]) (黒浜Ｊｒ．[4])

ふくだ　りお なかいずみ　あやな わだれいか かねこ　はるみ

福田 麗音 中泉 文菜 和田 澪花 金子 晴海

(久喜ＡＢＣ[3]) (ＴＥＡＭジュニア[2]) (大宮ウィナーズ[3]) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[3])
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