
種　目 優　勝 準優勝 参加数

６年男子単 中村 謙信 上島 悠斗 佐々木 歩 古山 尚樹 酒井 大地 椎名 逞 吉仲 健太 白澤 隼太 　３５

(飯能シャトルＪｒ) (上尾ジュニア) (春日部白翔) (都幾川シャトルズ) (朝霞ジュニア) (朝霞ジュニア) (都幾川シャトルズ) (じゃパンダ)

５年男子単 石川 武 染谷 玲空 山田 隼豊 小林 啓人 塚原 純 鈴木 結翔 牧野 圭吾 青沼 拓貴 　１４

(行田バド) (春日部白翔) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (鳩ヶ谷ウイングス) (ＢＳ深谷) (じゃパンダ) (大宮ウィナーズ) (黒浜Ｊｒ．)

４年男子単 松村 汰紀 魚谷 穣二 大熊 光 幸﨑 柊侑 渡辺 皇汰 杉山 瑛翔 植松 大雅 須田 颯介 　１６

(三郷ダックス) (三郷ダックス) (蓮田サウス) (ＴＥＡＭジュニア) (本庄シャトル) (大宮ウィナーズ) (川口朝日) (飯能シャトルＪｒ)

３年男子単 原 一翔 小川 睦斗 阿部 泰士 佐々木 真 髙橋 蒼裕 金  泰良 馬橋 昌也 小島 煌博 　１２

(久喜ＡＢＣ) (三郷ダックス) (朝霞ジュニア) (春日部白翔) (嵐山ビーンズ) (チャレンジャー) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (大宮ウィナーズ)

２年男子単 五十嵐 優城 嶋田 晟巳 丸山 颯介 藤原 空叶 小島 翔 田村 雄輝 松丸 悠史 会田 悠力 　２８

(本庄シャトル) (所沢ジュニア) (リトルスマッシュ) (久喜ＡＢＣ) (出羽タン) (朝霞ジュニア) (三郷ダックス) (三郷ダックス)

１年男子単 小林 叶汰 篠原 一太 北澤 快人 大江 昊 塚越 星斗 村田 昊臣 神﨑 悠人 星野 遥斗 　１６

(川越ジュニア) (志木ジュニア) (三郷ダックス) (所沢ジュニア) (加須スターズ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (志木ジュニア) (上尾ジュニア)

６年女子単 齊藤 花音 安藤 鈴菜 織茂 恵怜菜 宗像 凜音 津々木 友翔 竹内 芽生 加藤 雪凜 江口 彩葉 　４１

(所沢ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (黒浜Ｊｒ．) (黒浜Ｊｒ．) (ＳＧＡ) (飯能シャトルＪｒ) (じゃパンダ)

５年女子単 松丸 遥 菅沼 千咲 小島 結衣 佐々木 芽生 岩川 華奈 三輪 楓菜 武田 瑠菜 雨宮 早希 　３５

(三郷ダックス) (ＴＥＡＭジュニア) (出羽タン) (上里ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (ブリッツＪＢＣ) (じゃパンダ) (ＴＥＡＭジュニア)

４年女子単 安藤 彩葉 會田 ひより 石井 果 千葉 美江 巽 紗香 大久保 心愛 三浦 瑠華 平居 由衣 　２１

(三郷ダックス) (ＵＢＣジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (久喜ＡＢＣ) (久喜ＡＢＣ) (庄和シャトルズ) (三郷ダックス)

３年女子単 堺 彩千香 髙山 莉奈子 秋山 咲樂 長谷川 莉那 岡島 来実 渡辺 輝乃 日向 咲葵 大関 侑奈 　１８

(久喜ＡＢＣ) (ＴＥＡＭジュニア) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (ＳＧＡ) (アドバンス) (所沢ジュニア) (ＳＧＡ) (川口朝日)

２年女子単 梅野 佐杜 野村 優希 宮原 希実 秋山 心 大野 薫 服部  桜愛 森田 苺夏 柳原 希美 　１８

(鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (飯能シャトルＪｒ) (志木ジュニア) (出羽タン) (所沢ジュニア) (シャトラーズ) (久喜ＡＢＣ) (所沢ジュニア)

１年女子単 小玉 彩愛 桑山 今日花 魚谷 潤 永田 真愛 岡野 朱里 栗原 莉々奈 髙橋 愛結 松前  知颯 　２２

(春日部白翔) (三郷ダックス) (三郷ダックス) (出羽タン) (ブリッツＪＢＣ) (所沢ジュニア) (嵐山ビーンズ) (シャトラーズ)

６年男子単二部 田中 颯一郎 吉田 睦希 大河原 康貴 高下 歩士 前田 健太 須賀川 皓 清水 稀大 中山 和歩 　８

(本庄シャトル) (幸手白翔) (所沢ジュニア) (ＳＧＡ) (川口朝日) (都幾川シャトルズ) (新座ジュニア) (大宮ウィナーズ)

５年男子単二部 野島 柊汰 伊達崎 弘平 橋本 虎白 山崎 蓮翔 神林 颯介 池田 周梧 酒井 秀太 小澤 陽聖 　１６

(ビッキーズ) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (飯能シャトルＪｒ) (羽っ子熊谷) (鳩ヶ谷ウイングス) (飯能シャトルＪｒ) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ)

４年男子単二部 松本 陽真 豊田 暖 河田 樹來 森岡 大地 中村 佑太 湯原 仁心汰 遊馬 一稀 清水 太智 　１４

(都幾川シャトルズ) (都幾川シャトルズ) (大宮ウィナーズ) (飯能シャトルＪｒ) (リトルスマッシュ) (ビッキーズ) (川口クラブ) (加須スターズ)

３年男子単二部 小林 大心 田村 駿弥 金子 蓮斗 村井 亮太 関 仁翔 川住 葵 石橋 光琉 三輪 柊真 　２０

(久喜ＡＢＣ) (庄和シャトルズ) (蓮田サウス) (出羽タン) (アドバンス) (じゃパンダ) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (ブリッツＪＢＣ)

６年女子単二部 中村 美咲 東恩納 望香 今野 衣鞠 柴田 優 外山 葵 青木 優羽 大野 和佳 瀬戸 さゆみ 　２２

(ＵＢＣジュニア) (アドバンス) (都幾川シャトルズ) (都幾川シャトルズ) (本庄シャトル) (幸手白翔) (所沢ジュニア) (出羽タン)

５年女子単二部 増尾 奈々 高実子 美菜 森田 梨心 魚住 知花 髙橋 樹奈 多田 夏羽 小林 愛 大谷 陽子 　２２

(都幾川シャトルズ) (アドバンス) (羽っ子熊谷) (出羽タン) (新座ジュニア) (川口朝日) (アドバンス) (行田バド)

４年女子単二部 中村 明日香 佐賀 彩花 和田 凛香 中澤 瑠奈 磯崎 心渚 千葉 くるみ 杉山 陽菜 平塚 鈴菜 　１１

(ＵＢＣジュニア) (ＵＢＣジュニア) (羽っ子熊谷) (川越ジュニア) (リトルスマッシュ) (出羽タン) (セブンスター) (行田バド)

３年女子単二部 會田 みのり 鈴木 結衣 新 紗綾 千田 美怜 池永 実南 大原 実結 中村 芽衣 鈴木 結南 　２４

(ＵＢＣジュニア) (新座ジュニア) (アドバンス) (アドバンス) (ＴＥＡＭジュニア) (三郷ダックス) (羽生ジュニア) (黒浜Ｊｒ．)
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