
審判資格 参加費 登録費

市町 有：番号 今回登録 有　・　無

1 條　真人 じょう まさと 伊奈町 2 ○ 12月1日 入金 入金

2 吉益　忠則 よしますただのり 上尾市 3 12月19日 入金

3 金子　祐樹 ｶﾈｺ ﾕｳｷ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

4 西本　拳太 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝﾀ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

5 井上　拓斗 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾄ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

6 五十嵐　優 ｲｶﾞﾗｼ　ﾕｳ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

7 小野寺　裕介 ｵﾉﾃﾞﾗ　ﾕｳｽｹ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

8 松本　康平 ﾏﾂﾓﾄ　ｺｳﾍｲ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

9 稲光　勇太 ｲﾅﾐﾂ　ﾕｳﾀ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

10 具志堅　興祐 ｸﾞｼｹﾝ ｺｳｽｹ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

11 山村　祐樹 ﾔﾏﾑﾗ　ﾕｳｷ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

12 中里　裕貴 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｳｷ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

13 宮嶋　航太郎 ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

14 大関　修平 ｵｵｾﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

15 酒井　拓登 ｻｶｲ ﾀｸﾄ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

16 川端　祥 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｮｳ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

17 大島　祥平 ｵｵｼﾏ ｼｮｳﾍｲ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

18 和田　征大 ﾜﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

19 新　宗樹 ｼﾝ　ﾓﾄｷ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

20 田中　宗英 ﾀﾅｶ ﾑﾈﾋﾃﾞ さいたま市 5 1月10日 入金

21 岡野　拓也 ｵｶﾉ ﾀｸﾔ 坂戸市 6 ○ 12月31日 入金 入金

22 渡辺　壮駿 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄｼ さいたま市 6 ○ 12月31日 入金 入金

23 原田　一樹 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ 杉並区 7 1月11日 入金

24 北田　浩一 ｷﾀﾀﾞ ｺｳｲﾁ 朝霞市 8 1月17日 入金

25 小島　裕一 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 吉見町 9 1月6日 入金

26 大橋　茂 ｵｵﾊｼ ｼｹﾞﾙ 川越市 9 1月6日 入金

27 石井　啓之 ｲｼｲ　ﾋﾛﾕｷ 羽生市 10 1月5日 入金

28 西田　秀人 ﾆｼﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾄ 蓮田市 10 1月5日 入金

29 古谷　純 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝ 蓮田市 11 1月5日 入金

30 吉沢　潤和 ﾖｼｻﾞﾜ　ﾋﾛｶｽﾞ 上尾市 11 ○ 1月5日 入金 入金

31 鈴木　裕介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 上尾市 12 1月8日 入金

32 大作　由幸 ｵｵｻｸ ﾖｼﾕｷ 上尾市 12 1月8日 入金

33 永田　久寿 ﾅｶﾞﾀ ﾋｻﾄｼ 上尾市 12 ○ 1月8日 入金 入金

34 榎本　剛司 ｴﾉﾓﾄ ﾀｹｼ 上尾市 12 ○ 1月8日 入金 入金

35 小林　歩 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 八潮市 13 1月16日 入金

36 田中　真人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 鶴ヶ島市 13 1月16日 入金

37 松崎　直哉 ﾏﾂｻﾞｷ ﾅｵﾔ 越谷市 13 ○ 1月16日 入金 入金

38 松本　朗 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ さいたま市 13 ○ 1月16日 入金 入金

39 白岩　祐司 ｼﾗｲﾜ ﾕｳｼﾞ 川崎市 14 ○ 1月10日 入金

40 吉田　祐功 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺｳ 川口市 14 ○ 1月10日 入金

41 上村　威信 ｶﾐﾑﾗ　ﾀｹﾉﾌﾞ 春日部市 16 未入金

42 佐藤　慎雄 ｻﾄｳ　ﾐﾂｵ 白岡町 16 未入金

2500不足

県協会登録
(どちらかに記入)

住居表示

平成２３年度　埼玉県総合バドミントン選手権大会　参加者名簿

（男　　子　　用）

№ 氏　　　　　名 生年月日 G〒番号
住　　　　　　　　　　　所

ふりがな
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43 小川　桂汰 ｵｶﾞﾜ ｹｲﾀ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

44 渡辺　俊和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

45 酒井　健登 ｻｶｲ ｹﾝﾄ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

46 渡邉　航貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

47 安藤　大地 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

48 森岡　秀斗 ﾓﾘｵｶ ｼｭｳﾄ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

49 浅葉　学 ｱｻﾊﾞ ﾏﾅﾌﾞ 加須市 20 1月13日 入金

50 藤田　樹生 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂｵ 八潮市 21 1月11日 入金

51 坂本　順 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 加須市 21 1月16日 入金

52 関　政和 ｾｷ ﾏｻｶｽﾞ 加須市 21 1月16日 入金

53 関根　学 ｾｷﾈ ﾏﾅﾌﾞ 加須市 21 1月16日 入金

54 樽見　祥一 ﾀﾙﾐ　ﾖｳｲﾁ 加須市 21 1月16日 入金

55 清川　良幸 ｷﾖｶﾜ ﾖｼﾕｷ 八潮市 22 ○ 1月16日 入金 入金

56 金ヶ崎　雄太 ｶﾈｶﾞｻｷ ﾕｳﾀ 越谷市 22 ○ 1月16日 入金 入金

57 河村　律治 ｶﾜﾑﾗ ﾘﾂｼﾞ 八潮市 22 ○ 1月16日 入金 入金

58 渥美　優也 ｱﾂﾐ ﾕｳﾔ 川口東高校 23 1月16日 入金

59 五十嵐　雄矢 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾔ 川口東高校 23 1月16日 入金

60 加藤　優斗 ｶﾄｳ ﾕｳﾄ 川口東高校 23 1月16日 入金

61 松本　匡史 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｼ 川口東高校 23 1月16日 入金

62 水口　誠太 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｾｲﾀ 川越市 24 1月11日 入金

63 窪田　剛典 ｸﾎﾞﾀ　ﾀｶﾉﾘ 所沢市 24 1月11日 入金

64 佐々木　真哉 ｻｻｷ ｼﾝﾔ 狭山市 24 ○ 1月11日 入金 入金

65 小玉　恒一郎 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 越谷市 25 1月12日 入金

66 竹内　裕也 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ 越谷市 25 1月12日 入金

67 長谷川　耀 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾋｶﾙ さいたま市 26 ○ 1月10日 入金 入金

68 高橋　康平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 大宮東高 27 1月13日 入金

69 岳野　大知 ﾀｹﾉ ﾀﾞｲﾁ 大宮東高 27 1月13日 入金

70 大森　直樹 ｵｵﾓﾘ ﾅｵｷ 大宮東高 27 1月13日 入金

71 川村　真也 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝﾔ 新座市 28 1月12日 入金

72 大野　裕茉 ｵｵﾉ ﾕｳﾏ 入間市 32 ○ 1月11日 入金 入金

73 金子　真之 ｶﾈｺ ﾅｵﾕｷ 越谷南高 35 1月13日 入金

74 砂川　敦志 ｽﾅｶﾜ ｱﾂｼ 越谷南高 35 1月13日 入金

75 川島　　恭 かわしま　きょう 小松原高 36 1月16日 入金

76 加藤　一郎 かとう　いちろう 小松原高 36 1月16日 入金

77 小堀　輝也利 こぼり　きやり 小松原高 36 1月16日 入金

78 中山　祐希 なかやま　ゆうき 小松原高 36 1月16日 入金

79 山本　秀弥 やまもと　しゅうや 小松原高 36 1月16日 入金

80 醍醐　正人 だいご　まさと 小松原高 36 1月16日 入金

81 粂谷　香太 くめがい　こうた 小松原高 36 1月16日 入金

82 渡辺　典雅 わたなべ　てんが 小松原高 36 1月16日 入金

83 安本　崚汰 やすもと　りょうた 小松原高 36 1月16日 入金

84 田原　誓弥 たはら　せいや 小松原高 36 1月16日 入金

85 正田　真之助 しょうだ　しんのすけ 小松原高 36 1月16日 入金

86 大塩　拓弥 おおしお　たくや 小松原高 36 1月16日 入金

87 横山　栄作 よこやま　えいさく 小松原高 36 1月16日 入金

88 西山　達也 にしやま　たつや 小松原高 36 1月16日 入金
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89 山口　航平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 久喜北陽高 38 1月16日 入金

90 熊谷　航 ｸﾏｶﾞﾔ ﾜﾀﾙ 鴻巣高 40 1月16日 入金

91 渡辺　大樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 八潮市 41 ○ 1月17日 入金 入金
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92 権藤　太郎 ごんどう たろう 朝霞市 42 ○ 1月17日 入金 入金

93 島田　拓 しまだ たく さいたま市 42 ○ 1月17日 入金 入金

94 吉田　昌弘 よしだ まさひろ 越谷市 42 ○ 1月17日 入金 入金

95 千葉　晃久 ﾁﾊﾞ ｱｷﾋｻ 川越市 44 1月10日 入金

96 吉田　智一 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 入間市 44 1月10日 入金

97 須賀　晴久 ｽｶ ﾊﾙﾋｻ 越谷市 45 1月17日 入金

98 中原　健一 ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 所沢市 47 1月17日 入金

99 池田　真弥 ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾔ 入間郡 47 1月17日 入金

100 白井　宏明 ｼﾗｲ ﾋﾛｱｷ 比企郡 47 1月17日 入金

101 和田　光春 ﾜﾀﾞ ﾐﾂﾊﾙ 所沢市 47 1月17日 入金

102 森川　裕一 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｲﾁ 入間市 48 ○ 1月17日 入金 入金

103 松井　大輔 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｽｹ 日野市 48 ○ 1月17日 入金 入金

104 小菅　勝也 ｺｽｹﾞ ﾏｻﾔ 桶川市 50 1月17日 入金

105 佐藤　隆晴 ｻﾄｳ　ﾀｶﾊﾙ 朝霞市 51 1月16日 入金

106 馬詰　邦彦 ﾏﾂﾞﾒ　ｸﾆﾋｺ 和光市 51 1月16日 入金

107 片岡　智也 ｶﾀｵｶ　ﾄﾓﾔ 和光市 51 1月16日 入金

108 福井　剛士 ﾌｸｲ ﾂﾖｼ 富士見市 51 1月16日 入金

109 町田　純一 ﾏﾁﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 所沢市 51 1月16日 入金

110 赤祖父　裕樹 ｱｿﾌ　ﾋﾛｷ 朝霞市 51 1月16日 入金

111 福井　喜一 ﾌｸｲ ｷｲﾁ 川越市 51 1月16日 入金

112 石井　孝典 ｲｼｲ ﾀｶﾉﾘ さいたま市 53 1月17日 入金

113 小原　健志 ｵﾊﾞﾗ ｹﾝｼﾞ さいたま市 53 1月17日 入金

114 川島　宏之 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾕｷ さいたま市 54 ○ 1月17日 入金 入金

115 山田　庸平 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 蓮田市 54 ○ 1月17日 入金 入金

116 宮原　昌弘 ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 志木市 55 1月17日 入金

117 島田　寛之 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 松伏町 55 1月17日 入金

118 西田　優貴 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 越谷市 55 1月17日 入金

119 山田　尚 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻｼ 越谷市 55 1月17日 入金

120 北澤　典 ｷﾀｻﾞﾜ ﾂｶｻ 越谷市 55 1月17日 入金

121 黒田　大希 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｷ 朝霞市 55 1月17日 入金

122 矢島　貴夫 やじま　たかお 久喜市 57 1月16日 入金

123 小嶋　祐也 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 北本高 58 1月17日 入金

124 木村　祐輔 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 北本高 58 1月17日 入金

125 大山　健二 ｵｵﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 北本高 58 1月17日 入金

126 長島　稜 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 北本高 58 1月17日 入金

127 三上　一成 ﾐｶﾐ ｶｽﾞﾅﾘ 志木市 61 1月16日 入金



審判資格 参加費 登録費

市町 有：番号 今回登録 有　・　無

1 渡邉　あかね ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

2 道野　京耶 ﾐﾁﾉ ﾐﾔ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

3 瀬川　桃子 ｾｶﾞﾜ ﾓﾓｺ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

4 高原　美由樹 ﾀｶﾊﾗ ﾐﾕｷ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

5 森　瑞希 ﾓﾘ ﾐｽﾞｷ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

6 加藤　智香 ｶﾄｳ　ﾄﾓｶ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

7 大平　聖花 ｵｵﾋﾗ ｾｲｶ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

8 大北　佳奈 ｵｵｷﾀ ｶﾅ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

9 谷澤　美咲 ﾔｻﾞﾜ ﾐｻｷ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

10 中條　由稀 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾕｷ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

11 仙波　香奈 ｾﾝﾊﾞ ｶﾅ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

12 柏野　薫奈 ｶｼﾉ　ﾕｷﾅ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

13 根岸　幸代 ﾈｷﾞｼ　ｻﾁﾖ 加須市 10 1月5日 入金

14 荒木　茜羽 アラキ アカネ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

15 川島　里羅 ｶﾜｼﾏ ﾘﾗ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

16 齋藤　　栞 ｻｲﾄｳ  ｼｵﾘ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

17 西口　涼子 ﾆｼｸﾞﾁ ﾘｮｳｺ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

18 川島　美南 カワシマ　ミナミ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

19 上村　琴音 ｶﾐﾑﾗ ｺﾄﾈ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

20 重松　花苗 シゲマツ　カナエ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

21 松本　莉奈 マツモト　リナ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

22 古閑　鈴香 コガ　レイカ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

23 尾崎　沙織 ｵｻﾞｷ　ｻｵﾘ 蓮田南中 18 1月10日 入金

24 柏原　奈弥 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾅﾐ 小松原女子 19 1月10日 入金

25 遠山　祐紀 ﾄｵﾔﾏ ﾕｷ 小松原女子 19 1月10日 入金

26 出口　実乃里 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 小松原女子 19 1月10日 入金

27 工藤　あゆ ｸﾄﾞｳ ｱﾕ 小松原女子 19 1月10日 入金

28 牧岡　なつ美 ﾏｷｵｶ ﾅﾂﾐ 川口東高校 23 1月16日 入金

29 小熊　桃代 ｵｸﾞﾏ ﾓﾓﾖ 川口東高校 23 1月16日 入金

30 大沼　りな ｵｵﾇﾏ ﾘﾅ 川口東高校 23 1月16日 入金

31 芦田　涼子 ｱｼﾀﾞ ﾘｮｳｺ 川口東高校 23 1月16日 入金

32 杉山　仁美 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾄﾐ 蓮田市 24 ○ 1月11日 入金 入金

33 篠田　直子 ｼﾉﾀﾞ ﾅｵｺ 吉見町 24 1月11日 入金

34 富永　翔子 ﾄﾐﾅｶﾞ ｼｮｳｺ 春日部市 25 1月12日 入金

35 中西　貴映 ﾅｶﾆｼ　ｷｴ 大宮東高 27 1月13日 入金

36 堀内　優衣 ﾎﾘｳﾁ ﾕｲ 大宮東高 27 1月13日 入金

37 高野　綾菜 ﾀｶﾉ ｱﾔﾅ 大宮東高 27 1月13日 入金

38 柴崎　蒔子 ｼﾊﾞｻｷ ﾏｷｺ 大宮東高 27 1月13日 入金

39 氏家　敬子 ｳｼﾞｹ ｹｲｺ さいたま市 34 1月13日 入金

40 染谷　裕紀子 ｿﾒﾔ ﾕｷｺ 上尾市 34 1月13日 入金

県協会登録
(どちらかに記入)

住居表示

ふりがな

平成２３年度　埼玉県総合バドミントン選手権大会　参加者名簿

（女　　子　　用）

№ 氏　　　　　名 生年月日 G〒番号
住　　　　　　　　　　　所



審判資格 参加費 登録費

市町 有：番号 今回登録 有　・　無

県協会登録
(どちらかに記入)

住居表示

ふりがな

平成２３年度　埼玉県総合バドミントン選手権大会　参加者名簿

（女　　子　　用）

№ 氏　　　　　名 生年月日 G〒番号
住　　　　　　　　　　　所

41 前島　葵 ﾏｴｼﾞﾏ ｱｵｲ 越谷南高 35 1月13日 入金

42 加藤　渚 ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ 越谷南高 35 1月13日 入金

43 工藤　優衣 ｸﾄﾞｳ ﾕｲ 久喜北陽高 38 1月16日 入金

44 川嶋　沙織 ｶﾜｼﾏ ｻｵﾘ 大田区 48 ○ 1月17日 入金 入金

45 柚木　つぐみ ﾕﾉｷ ﾂｸﾞﾐ 杉並区 48 ○ 1月17日 入金 入金

46 鹿野　瑞季 ｼｶﾉ ﾐｽﾞｷ 川口市 49 1月16日 入金

47 飯田美加 ｲｲﾀﾞﾐｶ 　　　飯能市 49 1月16日 入金

48 馬詰　由美子 ﾏﾂﾞﾒ　ﾕﾐｺ 和光市 51 1月16日 入金

49 石川　真由美 ｲｼｶﾜ ﾏﾕﾐ ふじみ野市 51 1月16日 入金

50 赤坂　綺良々 アカサカ　キララ 浦和北高 52 1月16日 入金

51 日野　真希 ヒノ　マキ 浦和北高 52 1月16日 入金

52 小澤　千春 ｵｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ 浦和北高 52 1月16日 入金

53 竹井　千夏 ﾀｹｲ ﾁﾅﾂ 浦和北高 52 1月16日 入金

54 佐藤　なのは ｻﾄｳ ﾅﾉﾊ 浦和北高 52 1月16日 入金

55 中村　佳奈子 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅｺ 浦和北高 52 1月16日 入金

56 滝本　桃加 ﾀｷﾓﾄ ﾓﾓｶ 浦和北高 52 1月16日 入金

57 西野　風花 ニシノ　フウカ 浦和北高 52 1月16日 入金

58 三好 美樹 ﾐﾖｼ ﾐｷ 北本高 58 1月17日 入金

59 箕輪　祐貴子 ﾐﾉﾜ ﾕｷｺ 越谷市 59

60 守屋　朱莉 ﾓﾘﾔ ｱｶﾘ 大宮東高 59



審判資格 参加費 登録費

市町 有：番号 今回登録 有　・　無

石井　聡司 いしい さとし 上尾市 2 ○ 12月1日 入金 入金

條　真人 じょう まさと 伊奈町 2 Ｓ 12月1日 入金 Ｓ

小林　俊也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

飯島　一行 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾕｷ さいたま市 4 12月20日 入金

桜井　恵介 ｻｸﾗｲ ｹｲｽｹ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

新　宗樹 ｼﾝ　ﾓﾄｷ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

大島　祥平 ｵｵｼﾏ ｼｮｳﾍｲ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

和田　征大 ﾜﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

岡野　拓也 ｵｶﾉ ﾀｸﾔ 坂戸市 6 Ｓ 12月31日 入金 Ｓ

渡辺　壮駿 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄｼ さいたま市 6 Ｓ 12月31日 入金 Ｓ

廣瀬　敦也 ﾋﾛｾ ｱﾂﾔ 深谷市 7 1月11日 入金

原田　一樹 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ 杉並区 7 1月11日 入金

大橋　茂 ｵｵﾊｼ ｼｹﾞﾙ 川越市 9 1月6日 入金

小島　裕一 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 吉見町 9 1月6日 入金

石井　啓之 ｲｼｲ　ﾋﾛﾕｷ 羽生市 10 1月5日 入金

西田　秀人 ﾆｼﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾄ 蓮田市 10 1月5日 入金

古谷　純 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝ 蓮田市 11 1月5日 入金

吉沢　潤和 ﾖｼｻﾞﾜ　ﾋﾛｶｽﾞ 上尾市 11 Ｓ 1月5日 入金 Ｓ

鈴木　裕介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 上尾市 12 1月8日 入金

大作　由幸 ｵｵｻｸ ﾖｼﾕｷ 上尾市 12 1月8日 入金

永田　久寿 ﾅｶﾞﾀ ﾋｻﾄｼ 上尾市 12 Ｓ 1月8日 入金 Ｓ

榎本　剛司 ｴﾉﾓﾄ ﾀｹｼ 上尾市 12 Ｓ 1月8日 入金 Ｓ

田中　真人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 鶴ヶ島市 13 1月16日 入金

小林　歩 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 八潮市 13 1月16日 入金

松崎　直哉 ﾏﾂｻﾞｷ ﾅｵﾔ 越谷市 13 S 1月16日 入金 Ｓ

松本　朗 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ さいたま市 13 S 1月16日 入金 Ｓ

白岩　祐司 ｼﾗｲﾜ ﾕｳｼﾞ 川崎市 14 Ｓ 1月10日 入金 Ｓ

吉田　祐功 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺｳ 川口市 14 Ｓ 1月10日 入金 Ｓ

三浦 学 ﾐｳﾗ ﾏﾅﾌﾞ 北本市 15 ○ 1月6日 入金 入金

三瓶 光紀 ｻﾝﾍﾟｲ ﾐﾂﾉﾘ さいたま市 15 ○ 1月6日 入金 入金

上村　威信 ｶﾐﾑﾗ　ﾀｹﾉﾌﾞ 春日部市 16 未入金

佐藤　慎雄 ｻﾄｳ　ﾐﾂｵ 白岡町 16 未入金

渡辺　俊和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

森岡　秀斗 ﾓﾘｵｶ ｼｭｳﾄ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

安藤　大地 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

酒井　健登 ｻｶｲ ｹﾝﾄ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

小川　桂汰 ｵｶﾞﾜ ｹｲﾀ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

渡邉　航貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

浅葉　学 ｱｻﾊﾞ ﾏﾅﾌﾞ 加須市 20 1月13日 入金

桐竹　孝徳 ｷﾘﾀｹ ﾀｶﾉﾘ 川口市 20 1月13日 入金

坂本　順 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 加須市 21 1月16日 入金

藤田　樹生 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂｵ 八潮市 21 1月11日 入金

関　政和 ｾｷ ﾏｻｶｽﾞ 加須市 21 1月16日 入金

酒井　隆 ｻｶｲ ﾀｶｼ 加須市 21 ○ 1月16日 入金 入金

長谷川　慎 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 越谷市 22 ○ 1月16日 入金 入金

清川　良幸 ｷﾖｶﾜ ﾖｼﾕｷ 八潮市 22 Ｓ 1月16日 入金 Ｓ

河村　律治 ｶﾜﾑﾗ ﾘﾂｼﾞ 越谷市 22 Ｓ 1月16日 入金 Ｓ

金ヶ崎　雄太 ｶﾈｶﾞｻｷ ﾕｳﾀ 八潮市 22 Ｓ 1月16日 入金 Ｓ
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審判資格 参加費 登録費

市町 有：番号 今回登録 有　・　無

県協会登録
(どちらかに記入)

住居表示

平成２３年度　埼玉県総合バドミントン選手権大会　参加者名簿

（男　　子　　用）

№ 氏　　　　　名 Gふりがな 生年月日 〒番号
住　　　　　　　　　　　所

渥美　優也 ｱﾂﾐ ﾕｳﾔ 川口東高校 23 1月16日 入金

五十嵐　雄矢 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾔ 川口東高校 23 1月16日 入金

加藤　優斗 ｶﾄｳ ﾕｳﾄ 川口東高校 23 1月16日 入金

小野　貴裕 ｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 川口東高校 23 1月16日 入金

上崎　竜司 ｳｴｻｷ ﾘｭｳｼﾞ 川口東高校 23 1月16日 入金

松本　匡史 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｼ 川口東高校 23 1月16日 入金

水口　誠太 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｾｲﾀ 川越市 24 1月11日 入金

千田　実 ﾁﾀﾞ ﾐﾉﾙ 鴻巣市 24 1月11日 入金

曽根　宏典 ｿﾈ ﾋﾛﾉﾘ 坂戸市 24 1月11日 入金

根岸　克明 ﾈｷﾞｼ ｶﾂｱｷ
寄居町

24 1月11日 入金

窪田　剛典 ｸﾎﾞﾀ　ﾀｶﾉﾘ 所沢市 24 1月11日 入金

佐々木　真哉 ｻｻｷ ｼﾝﾔ 狭山市 24 Ｓ 1月11日 入金 Ｓ

小玉　恒一郎 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 越谷市 25 1月12日 入金

竹内　裕也 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ 越谷市 25 1月12日 入金

長谷川　耀 はせがわ　ひかる さいたま市 26 Ｓ 1月10日 入金 Ｓ

末長　凌 すえなが　しのぐ 春日部市 26 ○ 1月10日 入金 入金

中塩　和希 なかしお　かずき 春日部市 26 ○ 1月10日 入金 入金

鈴木　翔太 すずき　しょうた 春日部市 26 ○ 1月10日 入金 入金

高橋　康平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 大宮東高 27 1月13日 入金

岳野　大知 ﾀｹﾉ ﾀﾞｲﾁ 大宮東高 27 1月13日 入金

大森　直樹 ｵｵﾓﾘ ﾅｵｷ 大宮東高 27 1月13日 入金

杉本　海門 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｲﾄ 大宮東高 27 1月13日 入金

八木　彬人 ﾔｷﾞ ｱｷﾋﾄ 久喜市 29 ○ 1月12日 入金 未入金

土井　雄太郎 ﾄﾞｲ ﾕｳﾀﾛｳ 久喜市 29 ○ 1月12日 入金 未入金

関根　崇 ｾｷﾈ ﾀｶｼ 入間市 30 1月12日 入金

柳井　哲 ﾔﾅｲ ｻﾄｼ 北本市 30 1月12日 入金

須賀野　翔 ｽｶﾞﾉ ｼｮｳ 狭山市 31 1月17日 入金

多鹿　雄介 ﾀｼｶ ﾕｳｽｹ 狭山市 31 ○ 1月17日 入金 入金

大野　裕茉 ｵｵﾉ ﾕｳﾏ 入間市 32 Ｓ 1月11日 入金 Ｓ

小林　敦 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 入間市 32 ○ 1月11日 入金 入金

藤田　久生 ﾌｼﾞﾀ ﾅｶﾞｲ 朝霞市 33 1月11日 入金

岡田　征泰 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾔｽ 杉並区 33 1月11日 入金

金子　真之 ｶﾈｺ ﾅｵﾕｷ 越谷南高 35 1月13日 入金

生田目　誠人 ﾅﾏﾀﾒ ﾏｻﾄ 越谷南高 35 1月13日 入金

砂川　敦志 ｽﾅｶﾜ ｱﾂｼ 越谷南高 35 1月13日 入金

小嶋　恭一郎 ｺｼﾞﾏ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 越谷南高 35 1月13日 入金

川島　　恭 かわしま　きょう 小松原高 36 1月16日 入金

加藤　一郎 かとう　いちろう 小松原高 36 1月16日 入金

安本　崚汰 やすもと　りょうた 小松原高 36 1月16日 入金

田原　誓弥 たはら　せいや 小松原高 36 1月16日 入金

粂谷　香太 くめがい　こうた 小松原高 36 1月16日 入金

小堀　輝也利 こぼり　きやり 小松原高 36 1月16日 入金

醍醐　正人 だいご　まさと 小松原高 36 1月16日 入金

正田　真之助 しょうだ　しんのすけ 小松原高 36 1月16日 入金

横山　栄作 よこやま　えいさく 小松原高 36 1月16日 入金

西山　達也 にしやま　たつや 小松原高 36 1月16日 入金

堂下　智寛 どうしたともひろ さいたま市 37 1月17日 入金

竹内　義憲 たけうちよしのり 川口市 37 ○ 1月17日 入金 入金

山口　航平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 久喜北陽高 38 1月16日 入金

鈴木　承太郎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 久喜北陽高 38 1月16日 入金

田子　貴志 ﾀｺﾞ ﾀｶｼ 行田市 39 ○ 1月13日 入金 入金

下山　倫 ｼﾓﾔﾏ　ﾄﾓ さいたま市 39 1月13日 入金
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審判資格 参加費 登録費

市町 有：番号 今回登録 有　・　無

県協会登録
(どちらかに記入)

住居表示

平成２３年度　埼玉県総合バドミントン選手権大会　参加者名簿

（男　　子　　用）

№ 氏　　　　　名 Gふりがな 生年月日 〒番号
住　　　　　　　　　　　所

熊谷　航 ｸﾏｶﾞﾔ ﾜﾀﾙ 鴻巣高 40 1月16日 入金

塚越　透央 ﾂｶｺﾞｼ ﾄｳｵｳ 鴻巣高 40 1月16日 入金

小松　透悟 ｺﾏﾂ ﾄｳｺﾞ 鴻巣高 40 1月16日 入金

手嶋　浩之 ﾃｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 鴻巣高 40 1月16日 入金

福嶋　大河 ﾌｸｼﾏ ﾀｲｶﾞ 鴻巣高 40 1月16日 入金

塩野　裕介 ｼｵﾉ ﾕｳｽｹ 鴻巣高 40 1月16日 入金

島田　拓 しまだ たく さいたま市 42 Ｓ 1月17日 入金 Ｓ

吉田　昌弘 よしだ まさひろ 越谷市 42 Ｓ 1月17日 入金 Ｓ

作田　勝憲 ｻｸﾀ ｶﾂﾉﾘ 川口市役所 43 Ｓ 1月16日 入金 Ｓ

山﨑　正勝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｶﾂ 川口市役所 43 Ｓ 1月16日 入金 Ｓ

千葉　晃久 ﾁﾊﾞ ｱｷﾋｻ 川越市 44 1月10日 入金

吉田　智一 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 入間市 44 1月10日 入金

園田　剛 ｿﾉﾀﾞ ﾂﾖｼ 川口市 46 1月17日 入金

三浦　毅泰 ミウラ　タカヤス さいたま市 46 1月17日 入金

中原　健一 ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 所沢市 47 1月17日 入金

白井　宏明 ｼﾗｲ ﾋﾛｱｷ 比企郡 47 1月17日 入金

和田　光春 ﾜﾀﾞ ﾐﾂﾊﾙ 所沢市 47 1月17日 入金

池田　真弥 ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾔ 入間郡 47 1月17日 入金

森川　裕一 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｲﾁ 入間市 48 Ｓ 1月17日 入金 Ｓ

松井　大輔 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｽｹ 日野市 48 Ｓ 1月17日 入金 Ｓ

丸山　巧 ﾏﾙﾔﾏ　ﾀｸﾐ 鴻巣市 50 1月17日 入金

小菅勝也 ｺｽｹﾞﾏｻﾔ 桶川市 50 1月17日 入金

佐藤　隆晴 ｻﾄｳ　ﾀｶﾊﾙ 朝霞市 51 1月16日 入金

馬詰　邦彦 ﾏﾂﾞﾒ　ｸﾆﾋｺ 和光市 51 1月16日 入金

町田　純一 ﾏﾁﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 所沢市 51 1月16日 入金

山川　友一 ﾔﾏｶﾜ ﾕｳｲﾁ 飯能市 51 ○ 1月16日 入金 入金

赤祖父　裕樹 ｱｿﾌ　ﾋﾛｷ 朝霞市 51 1月16日 入金

福井　喜一 ﾌｸｲ ｷｲﾁ 川越市 51 1月16日 入金

石井　孝典 ｲｼｲ ﾀｶﾉﾘ さいたま市 53 1月17日 入金

小原　健志 ｵﾊﾞﾗ ｹﾝｼﾞ さいたま市 53 1月17日 入金

木村　将紀 ｷﾑﾗ ﾏｻｷ さいたま市 53 ○ 1月17日 入金 入金

小野山　敬 ｵﾉﾔﾏ ﾀｶｼ さいたま市 53 ○ 1月17日 入金 入金

川島　宏之 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾕｷ さいたま市 54 S 1月17日 入金 S

山田　庸平 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 蓮田市 54 S 1月17日 入金 S

宮原　昌弘 ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 志木市 55 1月17日 入金

山田　尚 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻｼ 越谷市 55 1月17日 入金

島田　寛之 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 松伏町 55 1月17日 入金

西田　優貴 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 越谷市 55 1月17日 入金

北澤　典 ｷﾀｻﾞﾜ ﾂｶｻ 越谷市 55 ？ 1月17日 入金

黒田　大希 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｷ 朝霞市 55 ？ 1月17日 入金

福島　友朗 ﾌｸｼﾏ ﾄﾓﾛｳ 所沢市 56 ○ 1月17日 入金 入金

松丸　大輝 ﾏﾂﾏﾙ ﾋﾛｷ 久喜市 56 ○ 1月17日 入金 入金

臼倉　暁夫 ｳｽｸﾗ ｱｷｵ 加須市 57 1月16日 入金

矢島　貴夫 ﾔｼﾞﾏ ﾀｶｵ 久喜市 57 1月16日 入金

小嶋　祐也 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 北本高 58 1月17日 入金

木村　祐輔 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 北本高 58 1月17日 入金

安田　翔一 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 北本高 58 1月17日 入金

大山　健二 ｵｵﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 北本高 58 1月17日 入金

青木　健吾 ｱｵｷ ｹﾝｺﾞ 久喜市 60 未入金

伊藤　智也 ｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 越谷市 60 未入金
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審判資格 参加費 登録費

市町 有：番号 今回登録 有　・　無

田代　真紀 たしろ まき 川口市 1 未入金

関本　綾子 せきもと あやこ 戸田市 1 未入金

渡邉　あかね ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

瀬川　桃子 ｾｶﾞﾜ ﾓﾓｺ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

高原　美由樹 ﾀｶﾊﾗ ﾐﾕｷ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

大平　聖花 ｵｵﾋﾗ ｾｲｶ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

森　瑞希 ﾓﾘ ﾐｽﾞｷ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

加藤　智香 ｶﾄｳ　ﾄﾓｶ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

道野　京耶 ﾐﾁﾉ ﾐﾔ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

大北　佳奈 ｵｵｷﾀ ｶﾅ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

谷澤　美咲 ﾔｻﾞﾜ ﾐｻｷ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

仙波　香奈 ｾﾝﾊﾞ ｶﾅ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

中條　由稀 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾕｷ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

柏野　薫奈 ｶｼﾉ　ﾕｷﾅ 埼玉栄高 4 12月20日 入金

尾崎　厚子 ｵｻﾞｷ ｱﾂｺ 伊奈町 13 1月16日 入金

井上　美緒 ｲﾉｳｴ ﾐｵ 越谷市 13 ○ 1月16日 入金 未入金

荒木　茜羽 アラキ　アカネ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

荒木　健秋 ｱﾗｷ ｹﾝｼｭｳ 春日部市 17 ○ 1月12日 入金 入金

川島　里羅 ｶﾜｼﾏ ﾘﾗ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

齋藤　　栞 ｻｲﾄｳ  ｼｵﾘ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

松本　莉奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

西口　涼子 ﾆｼｸﾞﾁ ﾘｮｳｺ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

上村　琴音 ｶﾐﾑﾗ ｺﾄﾈ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

重松　花苗 ｼｹﾞﾏﾂ ﾊﾅﾅｴ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

川島　美南 ｶﾜｼﾏ ﾐﾐﾅﾐ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

古閑　鈴香 コガ　レイカ 埼玉栄中 17 1月12日 入金

尾崎　沙織 ｵｻﾞｷ　ｻｵﾘ 蓮田南中 18 1月10日 入金

粂谷　百花 ｸﾒｶﾞｲ　ﾓﾓｶ 蓮田南中 18 1月10日 入金

柏原　奈弥 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾅﾐ 小松原女子 19 1月10日 入金

遠山　祐紀 ﾄｵﾔﾏ ﾕｷ 小松原女子 19 1月10日 入金

出口　実乃里 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 小松原女子 19 1月10日 入金

工藤　あゆ ｸﾄﾞｳ ｱﾕ 小松原女子 19 1月10日 入金

藤本　陽奈 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾊﾙﾅ 小松原女子 19 1月10日 入金

保科　澪 ﾎｼﾅ ﾐｵ 小松原女子 19 1月10日 入金

倉本　実歩 ｸﾗﾓﾄ ﾐﾎ 小松原女子 19 1月10日 入金

関根　由美花 ｾｷﾈ ﾕﾐｶ 小松原女子 19 1月10日 入金

牧岡　なつ美 ﾏｷｵｶ ﾅﾂﾐ 川口東高校 23 1月16日 入金

大沼　りな ｵｵﾇﾏ ﾘﾅ 川口東高校 23 1月16日 入金

小熊　桃代 ｵｸﾞﾏ ﾓﾓﾖ 川口東高校 23 1月16日 入金

後藤　佑衣 ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 川口東高校 23 1月16日 入金

芦田　涼子 ｱｼﾀﾞ ﾘｮｳｺ 川口東高校 23 1月16日 入金

長根　彩乃 ﾅｶﾞﾈ ｱﾔﾉ 川口東高校 23 1月16日 入金

杉山　仁美 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾄﾐ 蓮田市 24 ○ 1月11日 入金 S

篠田　直子 ｼﾉﾀﾞ ﾅｵｺ 吉見町 24 1月11日 入金

杉田　舞 ｽｷﾞﾀ ﾏｲ 桶川市 24 ○ 1月11日 入金 入金

仲里　美香 ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｶ 伊奈町 24 ○ 1月11日 入金 入金

富永　翔子 ﾄﾐﾅｶﾞ ｼｮｳｺ 春日部市 25 1月12日 入金

秋山　みづほ ｱｷﾔﾏ ﾐﾂﾞﾎ 蓮田市 25 1月12日 入金
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審判資格 参加費 登録費
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高野　綾菜 ﾀｶﾉ ｱﾔﾅ 大宮東高 27 1月13日 入金

柴崎　蒔子 ｼﾊﾞｻｷ ﾏｷｺ 大宮東高 27 1月13日 入金

中西　貴映 ﾅｶﾆｼ　ｷｴ 大宮東高 27 1月13日 入金

岡田　尚子 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｺ 大宮東高 27 1月13日 入金

大滝　一美 ｵｵﾀｷ ﾋﾄﾐ 大宮東高 27 1月13日 入金

堀内　優衣 ﾎﾘｳﾁ ﾕｲ 大宮東高 27 1月13日 入金

田邉　絢加 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 31 1月17日 入金

秋田　真由美 ｱｷﾀ ﾏﾕﾐ 狭山市 31 ○ 1月17日 入金 入金

氏家　敬子 ｳｼﾞｹ ｹｲｺ さいたま市 34 1月13日 入金

染谷　裕紀子 ｿﾒﾔ ﾕｷｺ 上尾市 34 1月13日 入金

前島　葵 ﾏｴｼﾞﾏ ｱｵｲ 越谷南高 35 1月13日 入金

加藤　渚 ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ 越谷南高 35 1月13日 入金

工藤　優衣 ｸﾄﾞｳ ﾕｲ 久喜北陽高 38 1月16日 入金

小林　理奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 久喜北陽高 38 1月16日 入金

櫻井　悠乃 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾉ 東女体大 38 1月16日 入金

椨木　莉紗 ﾀﾌﾞﾉｷ ﾘｻ 東女体大 38 1月16日 入金

川嶋　沙織 ｶﾜｼﾏ ｻｵﾘ 大田区 48 Ｓ 1月17日 入金 S

柚木　つぐみ ﾕﾉｷ ﾂｸﾞﾐ 杉並区 48 Ｓ 1月17日 入金 S

鹿野　瑞季 ｼｶﾉ ﾐｽﾞｷ 川口市 49 1月16日 入金

飯田　美加 ｲｲﾀﾞ ﾐｶ 　　　飯能市 49 1月16日 入金

馬詰　由美子 ﾏﾂﾞﾒ　ﾕﾐｺ 和光市 51 1月16日 入金

石川　真由美 ｲｼｶﾜ ﾏﾕﾐ ふじみ野市 51 1月16日 入金

竹井　千夏 ﾀｹｲ ﾁﾅﾂ 浦和北高 52 1月16日 入金

赤坂　綺良々 アカサカ　キララ 浦和北高 52 1月16日 入金

日野　真希 ヒノ　マキ 浦和北高 52 1月16日 入金

西野　風花 ニシノ　フウカ 浦和北高 52 1月16日 入金

中村　佳奈子 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅｺ 浦和北高 52 1月16日 入金

小澤　千春 ｵｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ 浦和北高 52 1月16日 入金

滝本　桃加 ﾀｷﾓﾄ ﾓﾓｶ 浦和北高 52 1月16日 入金

佐藤　なのは ｻﾄｳ ﾅﾉﾊ 浦和北高 52 1月16日 入金

小原（小山）　藍 ｵﾊﾞﾗ(ｺﾔﾏ) ｱｲ さいたま市 53 ○ 1月17日 入金 入金

栗原　香里 ｸﾘﾊﾗ ｶｵﾘ 川口市 53 ○ 1月17日 入金 入金

上野　智恵美 ｳｴﾉ ﾁｴﾐ 越谷市 53 1月17日 入金

森田　成美 ﾓﾘﾀ ﾅﾘﾐ さいたま市 53 1月17日 入金

工藤　裕子 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｺ 春日部市 55 1月17日 入金

山田　明奈 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾅ 越谷市 55 1月17日 入金

箕輪　祐貴子 ﾐﾉﾜ ﾕｷｺ 越谷市 59 未入金

守屋　朱莉 ﾓﾘﾔ ｱｶﾘ 大宮東高 59 未入金

六倉　密 ﾑﾂｸﾗ ﾋｿｶ 細田学園 62 未入金

有坂　侑華 ｱﾘｻｶ ﾕｳｶ 細田学園 62 未入金

村越　友紀 ﾑﾗｺｼ ﾕｷ 細田学園 62 未入金

吉田　彩夏 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ 細田学園 62 未入金

岡本　純佳 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｶ 細田学園 62 未入金

島津　佳波 ｼﾏﾂﾞ ｶﾅﾐ 細田学園 62 未入金

菊池　彩夏 ｷｸﾁ ｱﾔｶ 細田学園 62 未入金

神崎　南 ｶﾝｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 細田学園 62 未入金

工藤　千佳 ｸﾄﾞｳ ﾁｶ 細田学園 62 未入金

小沼　桃華 ｺﾇﾏ ﾓﾓｶ 細田学園 62 未入金
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