
種　目 優　勝 準優勝 参加数
一部男子１年 今井 翔太 田代 渉馬 竹内 碧斗 遠藤 龍己 岡 一誠 山口 蓮央 松口 輝 村岡 蒼司朗 　２０

(川越ジュニア) (春日部白翔) (春日部白翔) (鳩ヶ谷ウイングス) (鶴ヶ島) (鶴ヶ島) (ビッキーズ) (川越ジュニア)
一部男子２年 大江 昊 村田 昊臣 星野 遥斗 原 秀也 高川 英士 進藤 友翔 手嶋 莉玖 風間 周 　１８

(所沢ジュニア) (鶴ヶ島) (上尾ジュニア) (朝霞ジュニアバドミントン) (羽っ子熊谷) (ＴＥＡＭジュニア) (大宮ウィナーズ) (蓮田サウス)
一部男子３年 丸山 颯介 五十嵐 空良 藤原 空叶 菅原 蒼太 金子 寿真 坂本 伊織 坂田 煌 松丸 悠史 　１９

(リトルスマッシュ) (久喜ＡＢＣ) (久喜ＡＢＣ) (上里ジュニア) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (行田バド) (春日部白翔) (三郷ダックス)
一部男子４年 瀬戸 瑛汰 柴田 郁翔 大山 陽央 小川 睦斗 金 泰良 石橋 光琉 佐々木 真 野島 貫汰 　２３

(出羽タン) (出羽タン) (ＴＥＡＭジュニア) (三郷ダックス) (チャレンジャー) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (春日部白翔) (ビッキーズ)
一部男子５年 幸﨑 柊侑 松村 汰紀 須田 颯介 佐々木 碧叶 永塚 康太 島田 千寛 松本 陽真 吉澤 輝人 　２８

(ＴＥＡＭジュニア) (三郷ダックス) (飯能シャトルＪｒ．) (三郷ダックス) (三郷ダックス) (ＢＳ深谷) (都幾川シャトルズ) (朝霞ジュニアバドミントン)

一部男子６年 村川 海夏斗 小澤 陽聖 橋本 虎白 大束 健太 小林 磨生 田辺 蒼太 新山 友基 柴田 祐翔 　２４
(川越ジュニア) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (鶴ヶ島) (所沢ジュニア) (飯能シャトルＪｒ．) (川口朝日) (出羽タン)

一部女子１年 梶原 紬 原田 紗羽 高田 波南 濁川 日菜 松尾 莉歩 吉澤 実花 永渕 咲音 古市 愛陽 　２０
(志木ジュニア) (所沢ジュニア) (蓮田サウス) (久喜ＡＢＣ) (所沢ジュニア) (朝霞ジュニアバドミントン) (久喜ＡＢＣ) (蓮田サウス)

一部女子２年 野口 紗愛 横塚 美羽 平井 結梨 ディマカリ ニシエル 高柳 紗奈 渡爪 咲絢 篠澤 美遥 高野 翠 　２４
(春日部白翔) (志木ジュニア) (羽っ子熊谷) (ＵＢＣ☆ＪＵＮＩＯＲ) (庄和シャトルズ) (所沢ジュニア) (嵐山ビーンズ) (朝霞ジュニアバドミントン)

一部女子３年 森田 苺夏 中村 雫 小原 実梨 鈴木 結衣 笹川 茉子 江端 逢 片野 七海 石田 菜々佳 　２０
(久喜ＡＢＣ) (蓮田サウス) (鳩ヶ谷ウイングス) (新座ジュニア) (春日部白翔) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (大宮ウィナーズ) (蓮田サウス)

一部女子４年 尾崎 瑠南 酒井 希結 福嶋 希 染谷 希空 佐藤 寧胡 楊枝 結以花 島田 紗和 東海林 乃彩 　２２
(出羽タン) (飯能シャトルＪｒ．) (嵐山ジュニア) (春日部白翔) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (所沢ジュニア) (羽生ジュニア) (川口朝日)

一部女子５年 喜多 愛 渡辺 汐奈 上西 希美 和田 澪花 伊藤 悠乃 植田 杏奈 大久保 心愛 平松 野美知 　３４
(ＴＥＡＭジュニア) (ＵＢＣ☆ＪＵＮＩＯＲ) (鶴ヶ島) (大宮ウィナーズ) (出羽タン) (新座ジュニア) (久喜ＡＢＣ) (羽っ子熊谷)

一部女子６年 中村 優紗 笹川 莉衣子 高松 若夏 森田 梨心 浅倉 東子 雨宮 早希 丸茂 由奈 吉田 陽南 　４８
(所沢ジュニア) (春日部白翔) (川口クラブ) (羽っ子熊谷) (チャレンジャー) (ＴＥＡＭジュニア) (所沢ジュニア) (加須スターズ)

二部男子３年 花園 桐吾 山下 龍馬 内田 瑛翔 早稲田 旭 中原 沓也 村澤 陽弥 豊田 湊大 清水 大和 　１５
(朝霞ジュニアバドミントン) (蓮田サウス) (庄和シャトルズ) (川越ジュニア) (上尾ジュニア) (川口朝日) (都幾川シャトルズ) (新座ジュニア)

二部男子４年 柳沢 大輝 徳田 清乃助 出山 陽基 長島 良磨 鈴木 大翔 我妻 隼 森山 茉太 堀口 裕矢 　９
(羽っ子熊谷) (大宮ウィナーズ) (嵐山ジュニア) (アドバンス) (出羽タン) (じゃパンダ) (大宮ウィナーズ) (庄和シャトルズ)

二部男子５年 小田島 陸斗 白島 唯己 町田 悠馬 齊藤 一眞 藤井 俊太郎 村澤 龍弥 谷口 泰雅 尾上 愛歩 　１５
(ＴＥＡＭジュニア) (上里ジュニア) (アドバンス) (本庄シャトル) (羽っ子熊谷) (川口朝日) (上尾ジュニア) (セブンスター)

二部男子６年 辻本 颯来 桂 海志 佐藤 琉生 望月 駿大郎 清水 大智 西山 直輝 田口 翔太 長澤 朋輝 　１８
(伊奈Ｓｋｙ) (伊奈Ｓｋｙ) (伊奈Ｓｋｙ) (伊奈Ｓｋｙ) (新座ジュニア) (川口朝日) (伊奈Ｓｋｙ) (セブンスター)

二部女子３年 高川 遥名 朝岡 結愛 加藤 柚葉 ルーイントン 愛茉 永渕 心晴 相原 由依 渥美 穂香 浅見 莉依絆 　２９
(羽っ子熊谷) (川越ジュニア) (川越ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (久喜ＡＢＣ) (朝霞ジュニアバドミントン) (ＴＥＡＭジュニア) (嵐山ビーンズ)

二部女子４年 本橋 明日菜 佐々木 彩乃 中山 姫衣 平尾 虹菜 永井 莉奈 宮崎 結葉 山上 仁菜 谷口 遙 　１５
(羽っ子熊谷) (羽っ子熊谷) (羽っ子熊谷) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (シャトラーズ) (所沢ジュニア) (所沢ジュニア) (大宮ウィナーズ)

二部女子５年 石岡 愛望 須佐 碧 佐藤 莉子 荒木 愛結那 沼尻 琉奈 篠澤美空 清水 月愛 瀧本 朝陽 　２０
(ＳＧＡ) (ＴＥＡＭジュニア) (朝霞ジュニアバドミントン) (シャトラーズ) (鳩ヶ谷ウイングス) (嵐山ビーンズ) (鶴ヶ島) (朝霞ジュニアバドミントン)

二部女子６年 青木 花梨奈 池田 美侑 新井 漣華 堀口 彩夏 中沢 椿 坂本 真愛 川原 莉央 砂川 莉乃 　１２
(新座ジュニア) (ＳＧＡ) (久喜ジュニア) (庄和シャトルズ) (都幾川シャトルズ) (大宮ウィナーズ) (川口クラブ) (ビッキーズ)
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