
種目 No. 参加者 参加者 所属
6MD 1 小澤 陽聖 橋本 虎白 ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
6MD 2 大内 晴義 鈴木 晄大 じゃパンダ
6MD 3 内野 隼 野島 柊汰 ビッキーズ
6MD 4 宇都宮 豪 会田 壮良 三郷ダックス
6MD 5 伊藤 太陽 菊地 穂高 久喜ＡＢＣ
6MD 6 赤間 陽向 赤間 真陽 久喜ＡＢＣ
6MD 7 菊池 結貴 中村 将己 所沢ジュニア
6MD 8 蓮沼 日向 橋本 悠 本庄シャトル
6MD 9 松岡 夏輝 榎本 和司 蓮田サウス
6MD 10 越智 貴弘 小林 陽 リトルスマッシュ
6MD 11 青沼 拓貴 宮崎 弘助 黒浜Ｊｒ．

5MD 1 進士 悠羽 阿部 遼太 ＳＧＡ
5MD 2 魚谷 穣二 松村 汰紀 三郷ダックス
5MD 3 永塚 康太 佐々木 碧叶 三郷ダックス
5MD 4 宮島 悠慎 小川 睦斗 三郷ダックス
5MD 5 後藤 啓伸 小沢 颯佑 上里ジュニア
5MD 6 佐藤 陸人 村瀬 理音 久喜ＡＢＣ
5MD 7 内藤 遥希 稲川 達士 川越ジュニア
5MD 8 佐藤 旭 中西 拓海 志木ジュニア
5MD 9 中村 佑太 瀬戸 陽向 リトルスマッシュ

4MD 1 松本 謙博 堀尾 尚輝 チャレンジャー
4MD 2 服部 陽希 黒坂 織悠 チャレンジャー
4MD 3 野島 貫汰 鈴木 晶稀 ビッキーズ
4MD 4 石田 悠真 北原 碧空 三郷ダックス
4MD 5 永塚 達也 松丸 悠史 三郷ダックス
4MD 6 会田 悠力 馬 銘良 三郷ダックス
4MD 7 山根 柚晃 菅原 蒼大 上里ジュニア
4MD 8 小林 大心 原 一翔 久喜ＡＢＣ
4MD 9 藤原 空叶 五十嵐 空良 久喜ＡＢＣ
4MD 10 瀬戸 瑛汰 柴田 郁翔 出羽タン
4MD 11 手塚 龍人 小島 翔 出羽タン
4MD 12 植松 暖仁 漆山 桜貴 川越ジュニア
4MD 13 梶原 樹 馬詰 陽翔 志木ジュニア
4MD 14 上田 章矢 皆川 歩音 志木ジュニア
4MD 15 白鳥 煌貴 竹内 凛星 春日部白翔
4MD 16 小杉 快大 丸山 颯介 リトルスマッシュ
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6WD 1 菊地桃寧 稲福こころ ＳＧＡ
6WD 2 山本優花 大川羽莉 ＳＧＡ
6WD 3 菅沼 千咲 岩川 華奈 ＴＥＡＭジュニア
6WD 4 雨宮 早希 藤村 陽向 ＴＥＡＭジュニア
6WD 5 高実子 美菜 関 菜花 アドバンス
6WD 6 鈴木 希実 飯塚 茜 ビッキーズ
6WD 7 松丸 遥 北原 美羽 三郷ダックス
6WD 8 川窪 美駈 倉本 詩葉 上尾ジュニア
6WD 9 今村 梨乃花 太田 彩優子 上尾ジュニア
6WD 10 大澤 あづな 堺 菜々香 久喜ＡＢＣ
6WD 11 中南 朱梨 星野 結那 久喜ジュニア
6WD 12 小澤 奈桜 西田 鈴 小川ドリーム
6WD 13 石川 愛奈 小澤 伊桜 小川ドリーム
6WD 14 加藤 風菜 鈴木 歩望 嵐山ジュニアバドミントンチーム
6WD 15 小澤 妃南 田沢 しいな 所沢ジュニア
6WD 16 萩 希心 川口 瑠菜 所沢ジュニア
6WD 17 中村 優紗 秋本 珠希 所沢ジュニア
6WD 18 苅安 雛衣 山寺 湖心奈 春日部白翔
6WD 19 石橋 桃花 青柿 心優 春日部白翔
6WD 20 千葉 まこと 中澤 芽咲 本庄シャトル
6WD 21 村田 莉那 村上 瑞季 羽生ジュニア
6WD 22 山田 芽依 篠原 美乃里 蓮田サウス
6WD 23 中村 美空 早川 珠俐 鳩ヶ谷ウイングス
6WD 24 丸山 なづな 市原 栞奈 リトルスマッシュ
6WD 25 徳岡 愛結 磯崎 心渚 リトルスマッシュ
6WD 26 小林 樹奈 栁川 蒼依 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
6WD 27 永沢 琉夏 清水 日菜乃 黒浜Ｊｒ．
6WD 28 三井 由奈 小川 栞里菜 黒浜Ｊｒ．

5WD 1 喜多 愛 石井 果 ＴＥＡＭジュニア
5WD 2 石坂 桃奈 杉山 陽菜 セブンスター
5WD 3 松永 蘭 小川 愛芽 ブリッツＪＢＣ
5WD 4 若松 優和 椛沢 芽生 三郷ダックス
5WD 5 山崎 くるみ 北澤 紗良 三郷ダックス
5WD 6 福田 麗音 星 静来 久喜ＡＢＣ
5WD 7 宮澤 ひより 松本 陽菜乃 久喜ＡＢＣ
5WD 8 宇治野 千佳 巽 紗香 久喜ＡＢＣ
5WD 9 新井 柚乃 木村 裕莉 久喜ジュニア
5WD 10 岸岡 結菜 山口 奏空 久喜ジュニア
5WD 11 伊藤 悠乃 千葉 くるみ 出羽タン
5WD 12 関根 愛菜 大木 彩心 小川ドリーム
5WD 13 藤野 汐織 福嶋 希 嵐山ジュニアバドミントンチーム
5WD 14 川嶌 奈々子 中野 結絆 羽生ジュニア
5WD 15 川嶌 日奈子 中村 芽衣 羽生ジュニア
5WD 16 金子 晴海 青柳 光咲 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
5WD 17 原 絢音 齋藤 妃葵 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
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4WD 1 佐藤 寧胡 江端 逢 ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ
4WD 2 日向 咲葵 柳原 里胡 ＳＧＡ
4WD 3 岡島 来実 新 紗綾 アドバンス
4WD 4 桑山 今日花 若松 花和 三郷ダックス
4WD 5 魚谷 潤 中川 桜空 三郷ダックス
4WD 6 大澤 りづは 堺 彩千香 久喜ＡＢＣ
4WD 7 濁川 晴 小林 ゆあ 久喜ＡＢＣ
4WD 8 井澤 聖里 小室 友愛 小川ドリーム
4WD 9 中西 美海 野中 彩笑 志木ジュニア
4WD 10 高橋 麗 秋庭 心虹 志木ジュニア
4WD 11 小久保 紗羅 宮原 希実 志木ジュニア
4WD 12 櫛引 香里 渡辺 輝乃 所沢ジュニア
4WD 13 田中 彩実 大野 薫 所沢ジュニア
4WD 14 栗原 莉々奈 辰澤 咲綺 所沢ジュニア
4WD 15 小玉 悠愛 橋本 纏 春日部白翔
4WD 16 宮城 夏希 小玉 彩愛 春日部白翔
4WD 17 金城 千早妃 田中 芭奈 本庄シャトル
4WD 18 島田 紗和 斎藤 咲花 羽生ジュニア
4WD 19 斎藤 咲空 中村 莉乃 羽生ジュニア
4WD 20 石田 菜々佳 太田 理心 蓮田サウス
4WD 21 酒井 希結 萩原 穂乃美 飯能シャトルＪｒ．
4WD 22 中沢 心寧 野口 なな子 飯能シャトルＪｒ．
4WD 23 本間 美樹 髙橋 琴花 リトルスマッシュ
4WD 24 山口 真央 馬橋 実玖 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
4WD 25 原 美咲 栁川 千依 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
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