
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

なかがわ ゆうな わたなべ いたる おの りゅうのすけ のざわ かいと

中川 友那 渡邊 至 小野 隆之介 野澤 快斗

(埼玉県) (神奈川県) (群馬県) (千葉県)

みうら だいち なかしず ゆうと のむら あゆむ えぐち こうき

三浦 大地 中静 悠斗 野村 歩夢 江口 幸輝

(神奈川県) (栃木県) (東京都) (神奈川県)

いしい かなめ みき はやと やぎさわ けんすけ まつもとかずひろ

石井 叶夢 三木 颯斗 八木澤 賢翼 松本 一優

(埼玉県) (茨城県) (栃木県) (栃木県)

せきね しょうた のぐち しゅんぺい あおき こうめい こかぶ だいち

関根 翔太 野口 駿平 青木 洸明 古株 大智

かなもと こうた やながわ るい ばば しょうへい しみず ると

金本 光巧 栁川 瑠生 馬場 翔兵 清水 瑠斗

(東京都) (東京都) (東京都) (埼玉県)

いとう まさき さかもと やすき やまがた そうや とだ りんたろう

伊東 真輝 坂本 安樹 山縣 壮也 戸田 凛太郎

ありえ こはく さくらい しんた ふかお ゆうた ひやま たいが

有江 琥珀 櫻井 慎大 深尾 優太 檜山 泰河

(埼玉県) (栃木県) (東京都) (栃木県)

さとう さくた おかべ かける やまざき ようすけ こさかべ えいた

佐藤 策太 岡部 翔 山嵜 耀介 小坂部 瑛太

ゆげ あやと ねもと しゅんせい たにかわ こうた たかだ もとき

弓削 綾登 根本 舜生 谷川 晃大 高田 幹樹

(東京都) (神奈川県) (茨城県) (東京都)

そし れいな くろかわ りこ いとう ゆい こやま みらい

曽雌 玲那 黒川 璃子 伊藤 結衣 小山 未來

(栃木県) (埼玉県) (神奈川県) (栃木県)

たまき あや すなかわ のどか やまきた まお たなか みい

玉木 亜弥 砂川 温香 山北 眞緒 田中 美衣

(東京都) (千葉県) (埼玉県) (神奈川県)

いとう やすの あべ かりん しらかわ なゆ ごご なつみ

伊藤 康乃 阿部 果凛 白川 菜結 御後 なつみ

(埼玉県) (埼玉県) (千葉県) (神奈川県)

みやぎ せいら さくらい ゆうか たけうち はるか くにひろ ひとは

宮城 青空 櫻井 優香 竹内 遥香 國弘 一葉

ひのはら さや ゆもと りのん はしむら わかな いまむら しおり

日野原 颯 湯本 凜音 橋村 羽奏 今村 汐利

(埼玉県) (埼玉県) (東京都) (東京都)

あおき ゆう すずき あいり よしだ めいな はやの あいね

青木 優羽 鈴木 あいり 吉田 明永 早野 亜依音

ひらた すずか なかの まなり ほうや めい のざわ まや

平田 涼 中野 真里 保谷 芽依 野澤 麻耶

(茨城県) (千葉県) (千葉県) (栃木県)

こやま すずか くさま ゆい あべ ゆあら やしま みく

小山 涼風 草間 結 阿部 唯愛来 八嶋 未來

あさの まお なまい ほのか いしい あいり もり さわこ

浅野 真央 生井 穂乃果 石井 愛莉 森 沙和子

(栃木県) (茨城県) (東京都) (埼玉県)

６年女子複

５年女子複

４年女子複

６年男子複

５年男子複

４年男子複

６年女子単

５年女子単

４年女子単

三　　　　　　位

2017.10.22　池の川さくらアリーナ・日立体育館　

第12回関東小学生バドミントン選手権大会

６年男子単

５年男子単

４年男子単


