
男子

44 吉益　忠則 よします ただのり 上尾市

1 片岡　智也 かたおか　ともや 志木市 45 川村　真也 かわむら しんや 新座市

2 大橋　茂 おおはししげる 川越市 46 上村　威信 かみむら たけのぶ 春日部市

3 堂下　智寛 どうしたともひろ さいたま市 47 岡田　征泰 おかだ まさやす 朝霞市

4 西田　優貴 にしだ ひろき 越谷市 48 北田　浩一 きただ こういち 朝霞市

5 馬詰　邦彦 まづめ　くにひこ 和光市 49 保坂　光哉 ほさか みつや 川口市

6 竹内　祐也 たけうち ゆうや 越谷市 50 福井　喜一 ふくい きいち 川越市

7 関根　崇 せきね たかし 入間市 51 須賀野　翔 すがの しょう 狭山市

8 山田　尚 やまだ ひさし 東松山市 52 中原　健一 なかはら けんいち 所沢市

9 斎藤　元伸 さいとうもとのぶ 所沢市 53 柳井　哲 やない てつ 北本市

10 川崎　和宗 かわさき　かずのり さいたま市 54 三浦　毅泰 みうら たかやす さいたま

11 染谷　政宏 そめや まさひろ 上尾市 55 石川　勝 いしかわ まさる さいたま市

12 宮原　弘昌 みやはら ひろあき 志木市 56 平子　将太 ひらこ　しょうた 和光市

13 島田　寛之 しまだ ひろゆき 松伏町 57 窪田　剛典 くぼた ごうてん 所沢市

14 服部　久雄 はっとり ひさお 戸田市 58 小林　祐治 こばやし ゆうじ 久喜市

15 古橋基之 ふるはしもとゆき 戸田市 59 藤田　樹生 ふじた たつお 八潮市

16 明石　浩和 あかし ひろかず 草加市 60 小玉　恒一郎 こだま こういちろう 越谷市

17 佐藤　隆晴 さとう たかはる 朝霞市 61 秋山　拓也 あきやま たくや 草加市

18 小島　裕一 こじま ゆういち 吉見町 62 池田　真弥 いけだ しんや 入間郡

19 小林　歩 こばやし あゆみ 八潮市 63 下里　祐二 しもさと ゆうじ 上尾市

20 町田　純一 まちだ　じゅんいち 所沢市 ※ この表の選手は、県選考会に参加した方のみを記載しています。

21 原田　一樹 はらだ かずき 熊谷市 ※ 表記大会の得点集計は、以上の通りです。

22 浅葉　学 あさば まなぶ 加須市 ※ 本大会への埼玉県枠は「７８名」です。

23 田中　真人 たなか　まさと 鶴ヶ島市 ※ ：男子６３名を本大会に推薦します。

24 吉本　俊之 よしもと としゆき 越谷市

25 佐々木　真哉 ささき　しんや 狭山市 女子

26 坂本　順 さかもと じゅん 加須市

27 古谷　純 ふるや　じゅん 蓮田市

28 三上　輝明 みかみ　てるあき 所沢市 1 柏原　未久 かしわばら みく 加須市

29 佐藤　拓 さとう　たく 川口市 2 作山　智美 さくやま ともみ 鴻巣市

30 関　政和 せき まさかず 加須市 3 磯下　由貴子 いそした ゆきこ さいたま市

31 藤田　佳央 ふじた よしお 久喜市 4 梅沢　友里 うめざわ ゆり 久喜市

32 水口　誠太 みずぐち せいた 川越市 5 小玉　絢子 こだま あやこ 越谷市

33 西田　秀人 にしだ ひでと 蓮田市 6 富永　翔子 とみなが しょうこ 春日部市

34 和田　光春 わだ みつはる 所沢市 7 橋本明菜 はしもとあきな 越谷市

35 細田　幸徳 ほそだ ゆきのり 戸田市 8 秋山　みづほ あきやま みづほ 蓮田市

36 佐藤　慎雄 さとう みつお 白岡町 9 石川　真由美 いしかわ　まゆみ ふじみ野市

37 石井　啓之 いしい ひろゆき 羽生市 10 関　里枝 せき さとえ 加須市

38 千葉　晃久 ちば あきひさ 川越市 11 金子　真梨子 かねこ まりこ 草加市

39 白井　宏明 しらい ひろあき 比企郡 12 根岸　幸代 ねぎし さちよ 加須市

40 曽根　宏典 そねひろのり 　　坂戸市 13 小山　恵利華 こやま えりか 深谷市

41 藤田　久生 ふじた ながい 朝霞市 14 澤木　麻佑子 さわき　まゆこ 嵐山町

42 溝上　智也 みぞがみともや 上尾市 15 氏家　敬子 うじいえ けいこ さいたま市

43 赤祖父　裕樹 あそふ　ひろき 朝霞市 16 染谷　裕紀子 そめや ゆきこ 上尾市

※

上記候補の選手は、本大会への参加意志をメールで連絡して下さい。（参加有無に関わらず）

６月５日（日）までにお願いします。 kyougi@saibad.com

連絡のない場合は、参加意志がないものとみなします。

６月６日（月）以降欠員が出た場合、順次候補者に連絡をします。

本大会の要項は県協会のホームページをご覧下さい。

№

平成２３年度全日本社会人バドミントン選手権大会　：　埼玉県選考結果(男子・女子)

：女子１６名を本大会に推薦します。

№ 氏　　　　名 ひらがな 所　　属

氏　　　　名 ひらがな 所　　属


