
試合時間 入場時間 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

09:15 8：30～ 4MS-1 4MS-2 4MS-3 4MS-4 4MS-5 4WS-1 4WS-2 4WS-3 4WS-4 4WS-5 4WS-6 4WS-7 5WS-1 5WS-2 5WS-3 5WS-4 5MS-1 5MS-2

真霜太一 松崎航大 風間周 五十嵐優城 落井葵 横田真南 小沢茉歩 大髙羽愛 岡野朱里 楊枝結以花 池永実南 小林歩実 和田澪花 横須賀悠美 平井沙季 大橋実咲 河田樹來 塩野入蒼

(ＢＳ深谷) (黒浜Ｊｒ．) (蓮田サウス) (本庄シャトル) (所沢ジュニア) (ＵＢＣ☆ＪＵＮＩＯＲ) (上里ジュニア) (蓮田サウス) (ブリッツＪＢＣ) (所沢ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (飯能シャトルＪｒ．) (大宮ウィナーズ) (行田バド) (羽っ子熊谷) (じゃパンダ) (大宮ウィナーズ) (本庄シャトル)

岩間渉 芝﨑叶夢向 丸山正翔 高橋蒼裕 本田一貴 稲福いろは 黒鳥結香 尾崎瑠南 大関侑奈 鈴木杏 幸田雫 山根夢愛 野島美夕 森村琉羽 新谷翔愛 ディマカリシーナアンドレイ 松本陽真 浅井暁翔

(黒浜Ｊｒ．) (久喜ＡＢＣ) (じゃパンダ) (嵐山ビーンズ) (庄和シャトルズ) (ＳＧＡ) (じゃパンダ) (出羽タン) (川口朝日) (庄和シャトルズ) (大宮ウィナーズ) (黒浜Ｊｒ．) (所沢ジュニア) (蓮田サウス) (黒浜Ｊｒ．) (ＵＢＣ☆ＪＵＮＩＯＲ) (都幾川シャトルズ) (ＳＧＡ)

09:40 8：40～ 4WS-8 4WS-9 4WS-10 4WS-11 4WS-12 4WS-13 4WS-14 4WS-15 4WS-16 4WS-17 4WS-18 4WS-19 5MS-3 5MS-4 5MS-5 5MS-6 5MS-7 5MS-8

高橋愛結 千田美怜 柳原希美 佐藤雪巳 金丸陽咲 鞠子実里 小池花愛 古賀海奈 梅野佐杜 山田彩 松前知颯 岡詩織 横木佑一朗 加藤颯大 小野塚勇人 須田颯介 古市來希 馬詰瑛翔

(嵐山ビーンズ) (アドバンス) (所沢ジュニア) (川越ジュニア) (久喜ジュニア) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (ＵＢＣ☆ＪＵＮＩＯＲ) (ふじみ野ジュニア) (川越ジュニア) (庄和シャトルズ) (チャレンジャー) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (ブリッツＪＢＣ) (所沢ジュニア) (ビッキーズ) (飯能シャトルＪｒ．) (蓮田サウス) (志木ジュニア)

三堀爾娘 服部桜愛 秋草咲佳 ディマカリニシエル 小原実梨 関菜月 菊池亜華織 中村雫 熊谷心葉 笹川茉子 鈴木結南 原田紗羽 角琉空 羽切葵 ぺルドンジャンレイ 津田光基 宮城洸太 杉山瑛翔

(久喜ＡＢＣ) (チャレンジャー) (春日部白翔) (ＵＢＣ☆ＪＵＮＩＯＲ) (鳩ヶ谷ウイングス) (アドバンス) (黒浜Ｊｒ．) (蓮田サウス) (羽生ジュニア) (春日部白翔) (黒浜Ｊｒ．) (所沢ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (リトルスマッシュ) (ＵＢＣ☆ＪＵＮＩＯＲ) (チャレンジャー) (春日部白翔) (大宮ウィナーズ)

10:05 09：05～ 4WS-20 4WS-21 4WS-22 4WS-23 4WD-1 4WD-2 4WD-3 4WD-4 4WD-5 4WD-6 4WD-7 4WD-8 5MS-9 5MS-10 5MS-11 5MS-12 5MS-13 5MS-14

片岡沙月 森田苺夏 内藤陽葵 小林美沙希 島田・斎藤 田中・大野 中沢・野口 日向・柳原 山口・馬橋 斎藤・中村 酒井・萩原 井澤・小室 豊田暖 島田千寛 幸﨑柊侑 茂木達也 大熊光 森岡大地

(嵐山ビーンズ) (久喜ＡＢＣ) (川越ジュニア) (川口朝日) (羽生ジュニア) (所沢ジュニア) (飯能シャトルＪｒ．) (ＳＧＡ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (羽生ジュニア) (飯能シャトルＪｒ．) (小川ドリーム) (都幾川シャトルズ) (ＢＳ深谷) (ＴＥＡＭジュニア) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (蓮田サウス) (飯能シャトルＪｒ．)

海津颯更 野村優希 染谷希空 梶原紬 高橋・秋庭 石田・太田 岡島・新 濁川・小林 佐藤・江端 原・栁川 小久保・宮原 本間・髙橋 湯原仁心汰 嶋田七望 下村岳生 宮地隼成 須川侑哉 植松大雅

(蓮田サウス) (飯能シャトルＪｒ．) (春日部白翔) (志木ジュニア) (志木ジュニア) (蓮田サウス) (アドバンス) (久喜ＡＢＣ) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (志木ジュニア) (リトルスマッシュ) (ビッキーズ) (所沢ジュニア) (久喜ＡＢＣ) (所沢ジュニア) (本庄シャトル) (川口朝日)

10:30 09：30～ 4WD-9 4MS-6 4MS-7 4MS-8 4MS-9 4MS-10 4MS-11 4MS-12 4MS-13 4MS-14 4MS-15 4MS-16 5MD-1 5WD-1 4MD-1 4MD-2 4MD-3 4MD-4

魚谷・中川 島倉塁 古山実 本間勇太 小島隼 鈴木陵太 石橋光琉 馬橋昌也 齋藤暖士 関谷悠斗 村岡凜多朗 金子栄 中村・瀬戸 川嶌・中村 小林・原 上田・皆川 白鳥・竹内 服部・黒坂

(三郷ダックス) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (ブリッツＪＢＣ) (行田バド) (ＵＢＣ☆ＪＵＮＩＯＲ) (川越ジュニア) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (蓮田サウス) (チャレンジャー) (川越ジュニア) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (リトルスマッシュ) (羽生ジュニア) (久喜ＡＢＣ) (志木ジュニア) (春日部白翔) (チャレンジャー)

栗原・辰澤 田村駿弥 森川侑生 嶋田晟巳 塩野入駈 松尾悠聖 大山陽央 村井亮太 小島煌博 水村泰一 宮島・小川 宇治野・巽 永塚・松丸 瀬戸・柴田 小杉・丸山 石田・北原

(所沢ジュニア) (庄和シャトルズ) (志木ジュニア) (所沢ジュニア) (本庄シャトル) (所沢ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (出羽タン) (大宮ウィナーズ) (所沢ジュニア) (三郷ダックス) (久喜ＡＢＣ) (三郷ダックス) (出羽タン) (リトルスマッシュ) (三郷ダックス)

10:55 09：55～ 4MS-17 4MS-18 4MS-19 4MS-20 4MS-21 4MS-22 4MS-23 4MS-24 4MS-25 4MS-26 4MS-27 4MS-28 4MD-5 4MD-6 4MD-7 4MD-8 5WS-5 5WS-6

長濱新 ディマカリラパエル 片岡侑希 古山煌 谷屋慧華 金泰良 小林叶汰 大竹佑 中村颯良 加藤勇樹 田部井凰士朗 松本・堀尾 手塚・小島 梶原・馬詰 藤原・五十嵐 栗原芽生 和田凛香

(志木ジュニア) (ＵＢＣ☆ＪＵＮＩＯＲ) (リトルスマッシュ) (ブリッツＪＢＣ) (志木ジュニア) (チャレンジャー) (川越ジュニア) (所沢ジュニア) (所沢ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (黒浜Ｊｒ．) (チャレンジャー) (出羽タン) (志木ジュニア) (久喜ＡＢＣ) (ふじみ野ジュニア) (羽っ子熊谷)

帰山青旺 井上琥珀 鈴木柊晴 小川翔大 志賀樹 大江昊 村田昊臣 鏑木惺凪 坂本伊織 矢島駿 森海翔 野島・鈴木 会田・馬 山根・菅原 植松・漆山 村岡奈頼

(鳩ヶ谷ウイングス) (セブンスター) (所沢ジュニア) (飯能シャトルＪｒ．) (志木ジュニア) (所沢ジュニア) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (じゃパンダ) (行田バド) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (川越ジュニア) (ビッキーズ) (三郷ダックス) (上里ジュニア) (川越ジュニア) (黒浜Ｊｒ．)

11:20 10：20～ 4MS-29 4MS-30 4MS-31 4MS-32 4MS-33 4MS-34 4MS-35 4MS-36 4MS-37 4WS-24 4WS-25 4WS-26 5WS-7 5WS-8 5WS-9 5WS-10 5WS-11 5WS-12

江原将悟 佐々木真 篠原一太 黒岩奏祐 関仁翔 森田凉央 神﨑悠人 松永秀孝 櫻井萌々香 長島妃南 照井ひなた 朝岡美結 坪田陽葉莉 西谷実優 三浦瑠華

(ＢＳ深谷) (春日部白翔) (志木ジュニア) (川口朝日) (アドバンス) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (志木ジュニア) (ブリッツＪＢＣ) (ふじみ野ジュニア) (嵐山ビーンズ) (ブリッツＪＢＣ) (川越ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (川口朝日) (庄和シャトルズ)

岡野竜士 マニボビンセント 金子寿真 高田琥太郎 外村柚太 白石輝 中山登翔 越智晃弘 今井駿佑 上西希美 髙橋実音莉 渡辺汐奈 相澤友希 田中実咲 中山茉衣子

(ブリッツＪＢＣ) (ＵＢＣ☆ＪＵＮＩＯＲ) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (蓮田サウス) (所沢ジュニア) (パワーヒッターズ) (黒浜Ｊｒ．) (リトルスマッシュ) (川越ジュニア) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (リトルスマッシュ) (ＵＢＣ☆ＪＵＮＩＯＲ) (上尾ジュニア) (所沢ジュニア) (ビッキーズ)

11:45 10：45～ 4WS-27 4WS-28 4WS-29 4WS-30 4WS-31 4WS-32 4WS-33 4WS-34 4WS-35 4WS-36 4WS-37 4WS-38 5WS-13 5WS-14 5WS-15 5WS-16 5WS-17 5WS-18

鞠子千晴 吉岡瑞希 山田彩 髙山莉奈子 澤登茉生 木村美羽 村岡来美 森田美優 前田玲 小河原杏奈

(鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (ビッキーズ) (庄和シャトルズ) (ＴＥＡＭジュニア) (蓮田サウス) (羽生ジュニア) (上尾ジュニア) (川口朝日) (ブリッツＪＢＣ) (羽っ子熊谷)

中泉文菜 駒井瑚了 齋藤咲希 村中結南 平塚鈴菜 辰澤友莉奈 大久保心愛 中澤瑠奈

(ＴＥＡＭジュニア) (志木ジュニア) (久喜ＡＢＣ) (鳩ヶ谷ウイングス) (行田バド) (所沢ジュニア) (久喜ＡＢＣ) (川越ジュニア)

12:10 11：10～ 4WS-39 4WD-10 4WD-11 4WD-12 4WD-13 4WD-14 4WD-15 4WD-16 4WD-17 4MS-38 4MS-39 4MS-40 5WS-19 5WS-20 5MS-15 5MS-16 5MS-17 5MS-18

小玉・橋本 桑山・若松 櫛引・渡辺 金城・田中 幸田陽葵 田沢太一

(春日部白翔) (三郷ダックス) (所沢ジュニア) (本庄シャトル) (大宮ウィナーズ) (所沢ジュニア)

八巻ほのか 中西・野中 宮城・小玉 大澤・堺 河島秋帆 吉岡柚希

(じゃパンダ) (志木ジュニア) (春日部白翔) (久喜ＡＢＣ) (ふじみ野ジュニア) (ビッキーズ)

12:35 11：35～ 4MS-41 4MS-42 4MS-43 4MS-44 4MS-45 4MS-46 4MS-47 4MS-48 4MS-49 4MS-50 4MS-51 4MS-52 5MS-19 5MS-20 5MS-21 5MS-22 5MD-2 5MD-3

内藤・稲川 魚谷・松村

(川越ジュニア) (三郷ダックス)

小山大晴 佐藤・中西

(ふじみ野ジュニア) (志木ジュニア)

13:00 12：00～ 4MS-53 4WS-40 4WS-41 4WS-42 4WS-43 4WS-44 4WS-45 4WS-46 4WS-47 5MD-4 5MD-5 5WD-2 5WD-3 5WD-4 5WD-5

進士・阿部 佐藤・村瀬 金子・青柳 新井・木村 宮澤・松本 喜多・石井

(ＳＧＡ) (久喜ＡＢＣ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (久喜ジュニア) (久喜ＡＢＣ) (ＴＥＡＭジュニア)

永塚・佐々木 後藤・小沢 伊藤・千葉 関根・大木 若松・椛沢

(三郷ダックス) (上里ジュニア) (出羽タン) (小川ドリーム) (三郷ダックス)

13:25 12：25～ 4MS-54 4MS-55 4MS-56 4MS-57 4MS-58 4MS-59 4MS-60 4MS-61 5WD-6 5WD-7 5WD-8 5WD-9 4MD-9 4MD-10

川嶌・中野 山崎・北澤 原・齋藤 岸岡・山口

(羽生ジュニア) (三郷ダックス) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (久喜ジュニア)

藤野・福嶋 石坂・杉山 松永・小川 福田・星

(嵐山ジュニアバドミントンチーム) (セブンスター) (ブリッツＪＢＣ) (久喜ＡＢＣ)

13:50 12：50～ 6WS-1 6WS-2 6WS-3 6WS-4 6WS-5 6WS-6 6WS-7 6WS-8 6WS-9 6WS-10 6MS-1 6MS-2 4MD-11 4MD-12 5WS-21 5WS-22 5WS-23 5WS-24

藤沼美空 塩田瑛麻 高山怜華 武田瑠菜 中嶋美空 佐々木芽生 三輪楓菜 白神小春 真霜沙奈 本田あゆ美 新山友基 柴田祐翔

(ＢＳ深谷) (ビッキーズ) (大宮ウィナーズ) (じゃパンダ) (羽生ジュニア) (上里ジュニア) (ブリッツＪＢＣ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (ＢＳ深谷) (庄和シャトルズ) (川口朝日) (出羽タン)

大谷陽子 原瑞季 笹川莉衣子 浅見結生 佐々木明莉 増尾奈々 小林愛 倉本彩葉 平沼希実 濱野真凛 向嶌一惺 染谷玲空

(行田バド) (セブンスター) (春日部白翔) (飯能シャトルＪｒ．) (羽っ子熊谷) (都幾川シャトルズ) (アドバンス) (上尾ジュニア) (飯能シャトルＪｒ．) (チャレンジャー) (ビッキーズ) (春日部白翔)

14:15 13：15～ 6MS-3 6MS-4 6MS-5 6MS-6 6WD-1 6WD-2 6WD-3 6WD-4 6WD-5 6WD-6 6WD-7 6WD-8 5WS-25 5WS-26 5WS-27 5WS-28

影山遥真 鈴木結翔 大束健太 石渡彪斗 徳岡・磯崎 萩・川口 今村・太田 小澤・田沢 石橋・青柿 三井・小川 小澤・西田 永沢・清水

(アドバンス) (じゃパンダ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (久喜ＡＢＣ) (リトルスマッシュ) (所沢ジュニア) (上尾ジュニア) (所沢ジュニア) (春日部白翔) (黒浜Ｊｒ．) (小川ドリーム) (黒浜Ｊｒ．)

酒井秀太 柴田佑都 塚原純 田辺蒼太 加藤・鈴木 雨宮・藤村 松丸・北原 石川・小澤 千葉・中澤 山本優花・大川羽莉 中村・早川 村田・村上

(飯能シャトルＪｒ．) (アドバンス) (ＢＳ深谷) (飯能シャトルＪｒ．) (嵐山ジュニアバドミントンチーム) (ＴＥＡＭジュニア) (三郷ダックス) (小川ドリーム) (本庄シャトル) (ＳＧＡ) (鳩ヶ谷ウイングス) (羽生ジュニア)

14:40 13：40～ 6WD-9 6WD-10 6WD-11 6WD-12 6MD-1 6MD-2 6MD-3 6WS-11 6WS-12 6WS-13 6WS-14 6WS-15

中村・秋本 鈴木・飯塚 中南・星野 菊地桃寧・稲福こころ 蓮沼・橋本 菊池・中村 越智・小林 藤原ほのか 魚住知花 関根芽結 小澤みずほ

(所沢ジュニア) (ビッキーズ) (久喜ジュニア) (ＳＧＡ) (本庄シャトル) (所沢ジュニア) (リトルスマッシュ) (所沢ジュニア) (出羽タン) (じゃパンダ) (上尾ジュニア)

菅沼・岩川 高実子・関 丸山・市原 小林・栁川 大内・鈴木 青沼・宮崎 内野・野島 根岸実乃梨 安部葵

(ＴＥＡＭジュニア) (アドバンス) (リトルスマッシュ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (じゃパンダ) (黒浜Ｊｒ．) (ビッキーズ) (嵐山ビーンズ) (パワーヒッターズ)

15:05 15：05～ 6WS-16 6WS-17 6WS-18 6WS-19 6WS-20 6WS-21 6WS-22 6WS-23 6WS-24 6WS-25 6WS-26

出山芽依 菊池永真 黒川紗菜 村社知香 小島結衣 神原光来 杉山絵茉

(嵐山ジュニアバドミントンチーム) (鳩ヶ谷ウイングス) (春日部白翔) (行田バド) (出羽タン) (志木ジュニア) (大宮ウィナーズ)

浅倉東子 岡田琴葉 植松好香 増尾奈々 柳戸結奈 森田梨心 鈴木莉緒 黒鳥葵子 渡辺菜稀 橋爪藍莉

(チャレンジャー) (ＵＢＣ☆ＪＵＮＩＯＲ) (川越ジュニア) (都幾川シャトルズ) (飯能シャトルＪｒ．) (羽っ子熊谷) (川越ジュニア) (じゃパンダ) (川口朝日) (ふじみ野ジュニア)

15:30 14：30～ 6MS-7 6MS-8 6MS-9 6MS-10 6MS-11 6MS-12 6MS-13 6MS-14 6MS-15 6MS-16 6MS-17 6MS-18

吉野統矢 松村陽大 小林啓人 飛鳥井楓雅 高橋元太 宮原弘太朗 神林颯介 山下凛々人 福留叶大 石川武

(川越ジュニア) (蓮田サウス) (鳩ヶ谷ウイングス) (じゃパンダ) (鳩ヶ谷ウイングス) (志木ジュニア) (羽っ子熊谷) (ブリッツＪＢＣ) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (行田バド)

山﨑蓮翔 中西樹希 松尾聖 村川海夏斗 山田隼豊 山田幸成 住吉耕 田代大惺 堀口蒼天

(飯能シャトルＪｒ．) (大宮ウィナーズ) (ＴＥＡＭジュニア) (川越ジュニア) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (庄和シャトルズ) (上尾ジュニア) (春日部白翔) (チャレンジャー)

15:55 14：55～ 6MS-19 6MS-20 6MS-21 6MS-22 6WD-13 6WD-14 6WD-15 6WD-16 6WD-17 6WD-18 6WD-19 6WD-20

松本崇佑 小芝悟生 野村佳那多 大澤・堺 川窪・倉本

(パワーヒッターズ) (鳩ヶ谷ウイングス) (庄和シャトルズ) (久喜ＡＢＣ) (上尾ジュニア)

小林磨生 伊達崎弘平 小杉倖大 五十嵐公一 山田・篠原 苅安・山寺

(所沢ジュニア) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (リトルスマッシュ) (川越ジュニア) (蓮田サウス) (春日部白翔)

16:20 6MD-4 6MD-5 6MD-6 6MD-7 6WS-27 6WS-28 6WS-29 6WS-30 6WS-31 6WS-32 6WS-33 6WS-34

伊藤・菊地 小澤・橋本 赤間・赤間

(久喜ＡＢＣ) (ＳＨＵＴＴＬＥＫＩＤＳ) (久喜ＡＢＣ)

松岡・榎本 宇都宮・会田

(蓮田サウス) (三郷ダックス)

16:45 6MS-23 6MS-24 6MS-25 6MS-26 6MS-27 6MS-28 6MS-29 6MS-30
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対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者
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