
１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート 10コート 11コート 12コート 13コート 14コート 15コート 16コート 17コート 18コート

09:30 6WD-1 6WD-2 6WD-3 6WD-4 6WD-5 6WD-6 6WD-7 6WS-1 6WS-2 6WS-3 6WS-4 6WS-5 4WS-1 4WS-2 4WS-3 4WS-4 4WS-5 4WS-6
大森・大澤 山下・橋爪 利根川・根岸 海津・小島 鈴木・丸山 千田・岡島 加藤・北川 小畑友香 平柳彩芭 渡邊心葵 田村桜優 若山侑未 駒井瑚了 真霜紗奈 大澤りづは 西谷陽莉 萩希心 宇治野千佳

(鳩ヶ谷ウイングス) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (嵐山ビーンズ) (蓮田サウス) (じゃパンダ) (アドバンス) (所沢ジュニア) (久喜ジュニア) (川口朝日) (上尾ジュニア) (行田バド) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (志木ジュニア) (ＢＥＳＴＳＨＯＴ深谷) (加須スターズ) (蓮田サウス) (所沢ジュニア) (久喜ＡＢＣ)

井元・三井 小野塚・小林 高橋・竹澤 宮﨑・斉藤 小林・今井 浜田・宮川 新村・髙山 吉野爽花 入山優希乃 池田明花里 吉村咲穂 西谷小和 佐藤雪巳 宮澤ひより 白神小春 幸田陽葵 中西美海 髙橋実音莉

(黒浜Ｊｒ．) (ビッキーズ) (蓮田サウス) (上里ジュニア) (出羽タン) (上尾ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (ＳＨＵＴＴＬＥ．Ｋ) (行田バド) (所沢ジュニア) (大宮ウィナーズ) (蓮田サウス) (アドバンス) (春日部白翔) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (大宮ウィナーズ) (志木ジュニア) (リトルスマッシュ)

10:10 6WD-8 6WD-9 6WD-10 6WD-11 6WD-12 6WD-13 6WD-14 6WS-6 6WS-7 6WS-8 6WS-9 6WS-10 4WS-8 4WS-9 4WS-10 4WS-12 4WS-13 4WS-16
山北・長谷川 植草・石川 小島・深澤 白石・菅沼 榎本・坂崎 平・宗像 鏑木・山中 佐藤志歩 苅安桃寧 篠宮夕乃 本間綾花 河村実里 松本陽菜乃 中山茉衣子 岩川華奈 村社知香 根岸美乃梨 小島結衣
(鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (三郷ダックス) (川越ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (蓮田サウス) (黒浜Ｊｒ．) (じゃパンダ) (川口朝日) (春日部白翔) (ＴＥＡＭジュニア) (行田バド) (志木ジュニア) (久喜ＡＢＣ) (ビッキーズ) (ＴＥＡＭジュニア) (行田バド) (嵐山ビーンズ) (出羽タン)

関根・野澤 永尾・河原 橋谷・藤澤 加賀谷・澤登 柳原・高畠 増澤・山本 金・高野 角谷あゆり 栗城花凛 絹田菊乃 野村ことみ 岡田琴葉 櫻井萌々香 八巻ほのか 植松好香 高山怜華 加藤咲柚
(じゃパンダ) (本庄ジュニアバドミントンシャトルスター) (久喜ジュニア) (蓮田サウス) (ＳＧＡ) (所沢ジュニア) (チャレンジャー) (アドバンス) (ビッキーズ) (所沢ジュニア) (庄和シャトルズ) (蓮田サウス) (ふじみ野ジュニア) (じゃパンダ) (川越ジュニア) (大宮ウィナーズ) (羽っ子熊谷)

10:50 6WD-15 6WD-16 6WD-17 6WD-18 6WS-11 6WS-12 6WS-13 6WS-14 6WS-15 6WS-16 6WS-17 6WS-18 4WS-17 4WS-19 4WS-20 4WS-21 4WS-7 4WS-11
沼田・伊東 佐藤空菜 伊東眞央 関根悠乃 山田和 梅山侑奈 大瀧歩未 黒川紗菜 神原光来 中島由葵 菅沼千咲 田沢めいな 吉岡柚希
(所沢ジュニア) (アドバンス) (蓮田サウス) (春日部白翔) (庄和シャトルズ) (出羽タン) (チャレンジャー) (春日部白翔) (志木ジュニア) (大宮ウィナーズ) (ＴＥＡＭジュニア) (所沢ジュニア) (久喜ＡＢＣ)

熊谷凜菜 岩澤梨真 櫻井梨香 井上咲良 宮﨑一花 橋爪藍莉 佐々木芽生 藤沼美空 海津颯更
(出羽タン) (春日部白翔) (ふじみ野ジュニア) (志木ジュニア) (加須スターズ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (上里ジュニア) (ＢＥＳＴＳＨＯＴ深谷) (蓮田サウス)

11:30 6WD-19 6WD-20 6WD-21 6WD-22 6WS-19 6WS-20 6WS-21 6WS-22 6WS-23 6WS-24 6WS-25 6WS-26 4WS-14 4WS-15 4WS-18 4WS-22 4WD-1 4WD-2
矢島未結 荒井萌巳 古賀海来 河島奏 島田花音 安部葵 田口・関根 安藤・山崎

(志木ジュニア) (行田バド) (ふじみ野ジュニア) (蓮田サウス) (じゃパンダ) (ＴＰＨＭ) (じゃパンダ) (三郷ダックス)

白鳥・松﨑 大木くるみ 篠原葵美夏 須藤結愛 大澤ゆづか 山川羽咲 沼田妹子 小澤みずほ 大澤あづな 藤原ほのか 石井・喜多 渡辺・河島

(春日部白翔) (ＢＥＳＴＳＨＯＴ深谷) (蓮田サウス) (久喜ジュニア) (加須スターズ) (鳩ヶ谷ウイングス) (出羽タン) (上尾ジュニア) (加須スターズ) (所沢ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (蓮田サウス)

12:10 5WD-1 5WD-2 5WD-3 5WD-4 5WD-5 6WS-27 6WS-28 6WS-29 6WS-30 6WS-31 6WS-32 6WS-33 4WS-23 4WS-24 4WS-25 4WS-26 4WD-4 4WD-5
片田・植木 久保・津々木 小出・我妻 中田・荻島 臼井・村越 前田・上西 苅安・山寺

(ＳＧＡ) (黒浜Ｊｒ．) (飯能シャトル) (所沢ジュニア) (志木ジュニア) (ブリッツＪＢＣ) (春日部白翔)

小川・高橋 高橋・松前 東・姉崎 福沢・菊池 中野・田中 倉本・川窪 吉岡・齋藤

(三郷ダックス) (チャレンジャー) (久喜ジュニア) (鳩ヶ谷ウイングス) (黒浜Ｊｒ．) (上尾ジュニア) (久喜ＡＢＣ)

12:50

13:00 5WD-6 5WD-7 5WD-8 5WD-9 5WS-1 5WS-2 5WS-3 5WS-4 5WS-5 5WS-6 5WS-7 5WS-8 4WS-27 4WS-28 4WS-29 4WS-30 4WD-3 4WD-10
平山・渡辺 小峯・原田 阿部・日向 小川夕里花 加藤花音 久保奈津 石川莉奈 慶野琳子 千葉美月 中村美月 齊藤花音 田沢・小澤

(蓮田サウス) (所沢ジュニア) (ＳＧＡ) (春日部白翔) (黒浜Ｊｒ．) (小川ドリーム) (上尾ジュニア) (チャレンジャー) (ＴＥＡＭジュニア) (志木ジュニア) (所沢ジュニア) (所沢ジュニア)

浅葉・大槻 小原・平木 石井和 関谷愛佳 小山璃桜 櫻井咲 沼澤美優 小沢那実 阿部怜南 関根菜乃 鈴木・飯塚

(久喜ＡＢＣ) (鳩ヶ谷ウイングス) (ＴＥＡＭジュニア) (チャレンジャー) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (じゃパンダ) (大宮ウィナーズ) (上里ジュニア) (リトルスマッシュ) (春日部白翔) (ビッキーズ)

13:40 5WD-10 5WD-11 5WD-12 5WD-13 5WS-9 5WS-10 5WS-11 5WS-12 5WS-13 5WS-14 5WS-15 5WS-16 4WD-6 4WD-7 4WD-8 4WD-9 4MS-1 4MS-3
青木・橋本 竹内・高橋 池谷・田沢 井上史子 櫛引咲良 髙橋泉音夢 佐藤優莉 深澤果帆 小野寺彩凪 村上和花 矢島みづ樹 若山・秋山 内村・鈴木 澤登・竹澤 武田・黒鳥 田中桜我 丸山正翔
(三郷ダックス) (ＳＧＡ) (所沢ジュニア) (チャレンジャー) (所沢ジュニア) (上尾ジュニア) (庄和シャトルズ) (川越ジュニア) (久喜ジュニア) (所沢ジュニア) (ＳＨＵＴＴＬＥ．Ｋ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (川越ジュニア) (蓮田サウス) (じゃパンダ) (ＴＰＨＭ) (じゃパンダ)

関田・手塚 木下・松丸 澤海・村山 林蒼來 安藤鈴菜 山下莉奈 冨田桃愛 神﨑絢乃 江口彩華 前田樹里 森永さくら 山田・篠原 倉本・堺 小畑・楠元 坪田・髙山 野村佳那多 加藤颯大
(出羽タン) (三郷ダックス) (鳩ヶ谷ウイングス) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (ＴＥＡＭジュニア) (大宮ウィナーズ) (久喜ＡＢＣ) (志木ジュニア) (じゃパンダ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (ビッキーズ) (蓮田サウス) (上尾ジュニア) (久喜ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (庄和シャトルズ) (所沢ジュニア)

14:20 6MD-1 6MD-2 6MD-3 5WS-17 5WS-18 5WS-19 5WS-20 5WS-21 5WS-22 5WS-23 5WS-24 4MS-4 4MS-5 4MS-6 4MS-7 4MS-8 4MS-9
中澤・景方 松村・楊 横山・黒須 柴田佑都 山中遥人 馬詰瑛翔 中西樹希 塚原純 古市來希
(志木ジュニア) (三郷ダックス) (久喜ジュニア) (アドバンス) (じゃパンダ) (志木ジュニア) (大宮ウィナーズ) (ＢＥＳＴＳＨＯＴ深谷) (蓮田サウス)

蒲倉・輿水 木村・山下 三枝・藤原 松村汰紀 山下凛々人 矢島駿 佐藤旭 宮城洸太 宇都宮豪

(ＳＧＡ) (ＴＥＡＭジュニア) (上尾ジュニア) (三郷ダックス) (ブリッツＪＢＣ) (ＳＨＵＴＴＬＥ．Ｋ) (じゃパンダ) (春日部白翔) (庄和シャトルズ)

15:00 6MD-4 6MD-5 6MD-6 6MD-7 6MS-1 6MS-2 6MS-3 6MS-4 6MS-5 6MS-6 6MS-7 6MS-8 4MS-2 4MS-10 4MS-11 4MS-12 4MS-13 4MS-14
椎名・笹島 浅野・山岡 光部・遠藤 伊藤一星 齊藤聖矢 米澤要 小林奏太 山﨑陽天 片貝大翔 山木悠一朗 下田桃太郎 有江桜空 小山大晴 石川武 篠原緑 石渡彪斗 山田幸成
(三郷ダックス) (蓮田サウス) (出羽タン) (久喜ＡＢＣ) (上里ジュニア) (黒浜Ｊｒ．) (鳩ヶ谷ウイングス) (ブリッツＪＢＣ) (ＢＥＳＴＳＨＯＴ深谷) (久喜ジュニア) (所沢ジュニア) (川越ジュニア) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (行田バド) (志木ジュニア) (久喜ＡＢＣ) (庄和シャトルズ)

黒羽・後藤 服部・田口 川窪一慶 佐藤大起 山下碧斗 古谷悠人 半田陽向 小澤直旺 柴田樹 幸田悠吾 鏑木惺凪 松村陽大 片田光 吉野統矢 羽切葵
(上里ジュニア) (出羽タン) (上尾ジュニア) (川口朝日) (所沢ジュニア) (春日部白翔) (川口朝日) (所沢ジュニア) (アドバンス) (大宮ウィナーズ) (じゃパンダ) (蓮田サウス) (じゃパンダ) (ＳＨＵＴＴＬＥ．Ｋ) (リトルスマッシュ)

15:40 5MS-1 6MS-9 6MS-10 6MS-11 6MS-12 6MS-13 6MS-14 6MS-15 6MS-16 4MS-15 4MS-16 4MS-17 4MS-18 4MS-19 4MS-20
加藤純大 福田幸大 安藤光希 外村樟太 大手壮真 牧口岳 中西海斗 井本稜二 高橋春斗 宮﨑潤誠 魚谷穣二 島田千寛
(鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (久喜ＡＢＣ) (三郷ダックス) (所沢ジュニア) (ビッキーズ) (行田バド) (志木ジュニア) (川口朝日) (久喜ＡＢＣ) (川口朝日) (三郷ダックス) (ＢＥＳＴＳＨＯＴ深谷)

田中大貴 大関樹弥 冨田陶真 田中蒼一朗 根岸啓太 齋藤篤志 諸遊樹 林大智 内田陸翔 田沢太一 工藤淳之介 高橋元太
(大宮ウィナーズ) (川口朝日) (出羽タン) (大宮ウィナーズ) (じゃパンダ) (所沢ジュニア) (黒浜Ｊｒ．) (ＴＰＨＭ) (所沢ジュニア) (所沢ジュニア) (じゃパンダ) (鳩ヶ谷ウイングス)

16:20

16:30 5MS-3 5MS-4 5MS-5 5MS-6 6MS-17 6MS-18 6MS-19 6MS-20 6MS-21 6MS-22 6MS-23 6MS-24 4MS-21 4MS-22 4MS-23 4MS-24
永田嗣温 島田羚央 髙橋信乃介 吉川岳陽
(出羽タン) (行田バド) (ビッキーズ) (嵐山ビーンズ)

倉田匠 堀井健道 古谷和輝 横須賀蒼埜

(上里ジュニア) (じゃパンダ) (黒浜Ｊｒ．) (ブリッツＪＢＣ)

17:10 5MS-2 5MS-7 5MS-8 5MS-9 5MS-10 5MS-11 5MS-12 5MS-13 5MS-14 5MS-15 5MS-16 5MS-17 4MS-25 4MD-1 4MD-2 4MD-3
萩原駿希 上島悠斗 中泉結人 黒岩輝祐 吉河宙輝 由利直輝 福井飛翔 帰山怜旺 橋本瑛太 金子晃祐 斉藤亮介 遠藤楓万 中西・谷屋 鈴木・飛鳥井 後藤・小沢

(鳩ヶ谷ウイングス) (上尾ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (川口朝日) (三郷ダックス) (行田バド) (志木ジュニア) (鳩ヶ谷ウイングス) (春日部白翔) (ＳＨＵＴＴＬＥ．Ｋ) (川口朝日) (黒浜Ｊｒ．) (志木ジュニア) (じゃパンダ) (上里ジュニア)

山下晴希 渡辺泰命 坂脇聡介 稲葉健 白石航 町田一紗 岡本陽斗 長谷川晴奏 和田颯太 中村謙信 坂脇憲広 下村・佐藤 宮原・中澤 小芝・小林

(川越ジュニア) (三郷ダックス) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (嵐山ビーンズ) (ＴＰＨＭ) (久喜ＡＢＣ) (川越ジュニア) (上里ジュニア) (羽っ子熊谷) (飯能シャトル) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (久喜ＡＢＣ) (志木ジュニア) (鳩ヶ谷ウイングス)

17:50 5MS-18 5MS-19 5MS-20 5MS-21 5MS-22 5MS-23 5MS-24 5MS-25 4MD-4 4MD-5 4MD-6 4MD-7
松岡・榎本 内野・小野塚 内藤・稲川

(蓮田サウス) (ビッキーズ) (川越ジュニア)

松本・村瀬 菊地・伊藤

(上尾ジュニア) (久喜ＡＢＣ)
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