
種　目 優　勝 準優勝
６年男子単 小澤 直旺 外村 樟太 伊藤 一星 林 大智 柴田 樹 福田 幸大 古谷 悠人 牧口 岳

(所沢ジュニア) (所沢ジュニア) (久喜ＡＢＣ) (ＴＰＨＭ) (アドバンス) (久喜ＡＢＣ) (春日部白翔) (行田バド)
５年男子単 萩原 駿希 坂脇 憲広 吉河 宙輝 坂脇 聡介 島田 羚央 橋本 瑛太 福井 飛翔 山下 晴希

(鳩ヶ谷ウイングス) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (三郷ダックス) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (行田バド) (春日部白翔) (志木ジュニア) (川越ジュニア)

４年以下男子単 有江 桜空 篠原 緑 馬詰 瑛翔 高橋 元太 山下 凛々人 小山 大晴 宇都宮 豪 田沢 太一
(川越ジュニア) (志木ジュニア) (志木ジュニア) (鳩ヶ谷ウイングス) (ブリッツＪＢＣ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (庄和シャトルズ) (所沢ジュニア)

６年女子単 河村 実里 沼田 妹子 櫻井 梨香 矢島 未結 伊東 眞央 古賀 海来 井上 咲良 須藤 結愛
(志木ジュニア) (出羽タン) (ふじみ野ジュニア) (志木ジュニア) (蓮田サウス) (ふじみ野ジュニア) (志木ジュニア) (久喜ジュニア)

５年女子単 小川 夕里花 冨田 桃愛 関根 菜乃 森永 さくら 小山 璃桜 井上 史子 慶野 琳子 深澤 果帆
(春日部白翔) (久喜ＡＢＣ) (春日部白翔) (ビッキーズ) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (チャレンジャー) (チャレンジャー) (川越ジュニア)

４年以下女子単 田沢 めいな 藤原 ほのか 橋爪 藍莉 植松 好香 中山 茉衣子 神原 光来 安部 葵 小澤 みずほ
(所沢ジュニア) (所沢ジュニア) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (川越ジュニア) (ビッキーズ) (志木ジュニア) (ＴＰＨＭ) (上尾ジュニア)

６年男子複 椎名 洸介 服部 有悟 浅野 海斗 木村 駿太 中澤 遼樹 三枝 礼 黒羽 歩夢 光部 颯
笹島 悠瑚 田口 諒之介 山岡 陸翔 山下 優羽 景方 仁 藤原 陽斗 後藤 達人 遠藤 光祐
(三郷ダックス) (出羽タン) (蓮田サウス) (ＴＥＡＭジュニア) (志木ジュニア) (上尾ジュニア) (上里ジュニア) (出羽タン)

５年男子複 大塚  海飛 星野 陽輝 野村 佳吾 秋山 育土 菅谷 悟志 土屋 秋久 王 奕軒 石田 哲也
森田 倫晟 五十嵐 公一 吉岡 篤希 山﨑 陽仁 山下 成音 堀口 蒼天 会田 壮良 大沢 紬稀
(川越ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (久喜ＡＢＣ) (志木ジュニア) (久喜ジュニア) (チャレンジャー) (三郷ダックス) (三郷ダックス)

４年以下男子複 菊地 穂高 松岡 夏輝 内藤 遥希 松本 崇佑 後藤 啓伸 中西 拓海 宮原 弘太朗 内野 隼
伊藤 太陽 榎本 和司 稲川 達士 村瀬 理音 小沢 颯佑 谷屋 慧華 中澤 巧惟 小野塚 勇人
(久喜ＡＢＣ) (蓮田サウス) (川越ジュニア) (上尾ジュニア) (上里ジュニア) (志木ジュニア) (志木ジュニア) (ビッキーズ)

６年女子複 沼田 唯李 山北 莉緒 白鳥 玲菜 新村 郷子 高橋 夢和 加賀谷 凪紗 増澤 友葵乃 小林 綾音
伊東 陽南 長谷川 葉月 松﨑 玲奈 髙山 祐希 竹澤 凜 澤登 葵生 山本 理紗 今井 美花
(所沢ジュニア) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (春日部白翔) (ＴＥＡＭジュニア) (蓮田サウス) (蓮田サウス) (所沢ジュニア) (出羽タン)

５年女子複 青木 心音 小原 南実 池谷 美紅 平山 愛唯 関田 郁帆 高橋 佐和夏 澤海 瑛里 浅葉 美羽
橋本 和奏 平木 結千佳 田沢 夕奈 渡辺 乃麻 手塚 咲結 松前 陽葵 村山 星羅 大槻 みちる
(三郷ダックス) (鳩ヶ谷ウイングス) (所沢ジュニア) (蓮田サウス) (出羽タン) (チャレンジャー) (鳩ヶ谷ウイングス) (久喜ＡＢＣ)

４年以下女子複 田沢 しいな 澤登 茉生 鈴木 希実 苅安 雛衣 倉本 詩葉 内村 彩乃 坪田 陽葉莉 山田 芽依
小澤 妃南 竹澤 亜美 飯塚 茜 山寺 湖心奈 川窪 美駈 鈴木 莉緒 髙山 莉菜子 篠原 美乃里
(所沢ジュニア) (蓮田サウス) (ビッキーズ) (春日部白翔) (上尾ジュニア) (川越ジュニア) (ＴＥＡＭジュニア) (蓮田サウス)
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