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主催 関東大学バドミントンサークル連盟 

 

協賛 バドミントンプロショップ ウエンブレー 

 

(以下順不同) 

 

ウインザー 商事株式会社 

 

アメアスポーツジャパン株式会社 ウィルソン 

 

 ミズノ株式会社 

    

   株式会社 ゴーセン 

 

株式会社 毎日コムネット 

 

 

今回の大会を協賛して頂く御社の方々、大会開催に当たり 

ご協力くださった全ての方々に御礼を申し上げます。 

 

第 43 代関東大学バドミントンサークル連盟本部役員一同  

 



第 43 代 UBF 役員 

 

会長      江面 賢一 (中央 3 年) 

 

副会長   古市 悠治 (法政 3 年)      横溝 礼奈 (筑波 2 年) 

 

総務      塚本 結子 (日文 3 年)  渡辺 巴菜 (法政 3 年)  

野呂 祐仁 (専修 3 年)      越智 優希（早稲田 2 年） 

守田 源一郎 (J-birds 2 年) 村越 司 (関学 2 年)                   

菅原 泰成 (国士舘 2 年) 

 

渉外    小林 沙耶加 (日生 3 年)  片山 真麻 (慶應 3 年) 

奥村 友基 (早稲田 2 年)   田中 佑弥 (関学 2 年)    

野田 洸一郎(スポ愛 2 年) 

 

庶務      峯田 果歩 (専修 3 年)  山村 昇平 (日文 3 年) 

佐藤 成美 (中央 3 年)  関 陽一 (慶應 3 年) 

大岩 里王真 (早稲田 2 年) 岩本 真鈴(J-birds 2 年) 

根目沢 ひかる (実践 2 年)  筑波 標 (筑波 2 年) 

 

会計      小坂 直之 (スポ愛 2 年)   吉川 美帆 (実践 2 年) 

 

 

 

会長挨拶 

 

 おはようございます。江面です。だんだんと暑くなり大好きなチョコが

溶けやすくなってちょっぴり残念な季節になってきました。この暑くなる

三か月にかけて行うシングルス大会は体力のない自分にとっては首を絞

めるような苦しい大会です。出場される皆さんはこの暑さと１人という孤

独と対戦相手を戦い抜いて好成績目指して頑張ってほしいと思います。今

回も景品…あります。シングルスやっている男子はすごいかっこいいと思

うので、モテたい男子はそういった意味でもハッスルしてください笑 

関東大学バドミントンサークル連盟(UBF) 

第 43代会長 中央大学バドミントン同好会 江面 賢一 

 



≪大会運営上の注意≫ 

☆ 試合は日本バドミントン協会の現行ルールに沿って進行します。男女

ともに得点は 21 ポイント×3 セットで行います。 

☆ 選手は放送の指示に従って試合開始前に受付を済ませてください。原

則として遅行は認めませんが、理由のある場合は考慮しますので、必

ず本部にお知らせください。試合開始時刻 10 分前までに受付を済ま

せなかった場合は棄権とみなします。 

☆ 基礎打ちは開場直後に時間を設けます。各サークルへのコートの割り

振りと時間がコールされるので、それに従って基礎打ちを行ってくだ

さい。最終サイクルの空きコートでの基礎打ちは認めません。また、

試合間の空きコートでの基礎打ちも認められていません。ペナルティ

の対象となるのでご注意ください。 

☆ 試合のコール、受付の確認、その他の連絡などは全て放送で行いま

す。 

☆ 試合前の練習時間は設けません。『試合が近い』とコールされたら、

選手の方は各自で準備をお願いします。主審の方は選手がそろい次第

すぐに試合を始めてください。 

※今大会は、１日に行う試合数が非常に多いため、例年よりも遅くまで

かかる可能性があります。試合進行をスムーズにし、選手の方全員が楽

しめるように、ご協力お願いします。 

☆ 試合のコールから 5 分以内にコートに来ない場合は棄権とみなします

ので注意してください。 

☆ 主審・線審は、敗者が主審・勝者が線審でお願いします。オープニン

グの試合のみ、そのコートで試合を行う選手の学校から主審・線審を

出していただきます。お互いに責任を持って行ってください。 

☆ くれぐれも怪我のないように十分準備体操を行ってください。万一、

怪我をされた方は大小に関わらず本部に知らせてください。試合中に

足をつるなどでインターバルをとる場合は 5 分×2 回までです。それ

以上は棄権となります。 

☆ 体育館は、体育館使用上の規則に従ってマナーを守って利用してくだ

さい。 



≪お願いとお知らせ≫ 

 

★残念ながら、毎年対戦相手に不快な行為をするなど、ルールやマナーを無

視した参加者がいます。UBF 創立理念に立ち返り、気持ちのよい大会にしま

しょう。 

 

★近年、体育館の使用状況が非常に悪く、そのために体育館を利用させても

らえないという事態が発生しています。改善のために、ペナルティについて

の規約を改正しました。違反サークルには規約に則りペナルティが与えられ

ます。UBF のより良い大会のために、みなさんのご理解とご協力をお願いし

ます。 

 

規約 第Ⅷ章 ペナルティについて 

 

第 39 条 体育館内へのゴミの放置、体育館内のゴミ箱及び大会会場の最寄り駅まで

にあるコンビニなどのゴミ箱、大会会場までの最寄り駅のゴミ箱へ、ゴミを捨ててい

る方を役員が発見もしくは、報告を受けた場合、その方の所属しているサークルに対

し、ペナルティを与える。 

第 40 条 審判、線審が指示されているのにも関わらず審判、線審を出さないサーク

ル、体育館内へ土足で入場した方、体育館外へ内履きで退出した方、指定喫煙所以外

での喫煙をした方、スポーツウェアを着用しないでバドミントンをしている方、スポ

ーツシューズを履かずにバドミントンをしている方、アリーナ外でバドミントンをし

ている方、開会式時にバドミントンをしている方を役員が発見もしくは、報告を受け

た場合、その方の所属しているサークルに対し、ペナルティを与える。 

第 41 条 その他、開会式時に指定される体育館使用上注意に背いた方、悪質、非人

道的と思われる行為を行った方を役員が発見もしくは、報告を受けた場合、その方の

所属しているサークルに対し、ペナルティを与える。 

第 42 条 総会を無断欠席した場合、そのサークルに対し、ペナルティを与える。 

第 43 条 39 条～42 条の当事者が所属しているサークルは、１回目は警告、２回目は

サークル代表者、UBF 係の処分、３回目はサークル全体を処分する。 

なお、ペナルティは大会ごとにリセットされるものとする。 



体育館使用上の注意 

1. 体育館のゴミ箱は使用不可です。ゴミは各サークルでゴミ箱を用意して持ち帰っ

てください。また、途中の道端、駅、コンビニのゴミ箱などでは捨てないで下さ

い。ゴミを近隣のコンビニに捨てたことで注意を受けた場合、今後体育館が使え

なくなる可能性があるため絶対にやめてください。 

2. フロア内は飲食禁止です。持ち込みも不可となっています。飲食をする際はギャ

ラリーかロビーでお願いします。 

3. 喫煙は灰皿のあるところでお願いします。体育館によっては館内全面禁煙の場合

もあります。体育館側の指示には必ず従ってください。 

4. 貴重品の管理は各自行ってください。 

5. 体育館内にあるコンセントは使用しないでください。 

6. 忘れ物をした際は本部にご連絡ください。 

7. 上履きと下履きの区別はしっかりつけてください。 

8. 他の選手の迷惑になるので、ギャラリーなどフロア外での練習はしないでくださ

い。また、運動着以外の服装でコートに入らないでください。 

 

近年、体育館の使用状況がとても悪く、体育館側からの注意を受けていま

す。きちんとマナーを守って体育館を使用してください。 

 

大会日程 

5 月 28 日(日) 桶川サンアリーナ 

6 月 3 日(土) 上尾運動公園体育館 

6 月 17 日(土) 江戸川区総合体育館 

7 月 1 日(土) 幸手市民文化体育館 

北本市体育センター 

7 月 2 日(日) 幸手市民文化体育館 

7 月 8 日(土) 桶川サンアリーナ 

 

 

 



◆ 決勝大会進出条件 

ＭＣ：ベスト 16以上 

ＭＤ：ベスト 4以上 

他ランク：ベスト 8以上 

 

※ 運営の都合上、決勝大会進出者の人数が若干変動すること

があります。 

 

 

◆ ランクアップ条件 

ＭＢ：ベスト 16以上でＡ    ＦＢ：ベスト 8以上でＡ 

 

ＭＣ：ベスト 32以上でＢ    ＦＣ：ベスト 16以上でＢ 

 

ＭＤ：ベスト 4以上でＣ         ＦＤ：ベスト 8以上でＣ 

 

ＭＥ：ベスト 32以上でＤ 

 

 

○１ランク格上出場の場合 

    →１勝で出場ランクにランクアップ 

○２ランク以上格上出場の場合 

    →１勝で１ランクアップ 

    →２勝で出場ランクにランクアップ 

    →それ以降は上記ランクアップ条件参照 

 

※ 対戦相手の棄権による不戦勝の場合は除きます。 

※ ランクアップ条件は大会不参加者数などにより若干変動す

ることがあります。 



北本市体育センター      7月 1日（土） 

 

JR高崎線『北本駅』（東口）から徒歩 25分 

 

 

桶川サンアリーナ      5月 28日（日）、7月 8日（土）決勝大会 

 

JR高崎線『桶川駅』（西口）から徒歩 25分 

桶川市内循環バス西０バス停で乗車、西５または西１００バス停下車、徒歩５分 

桶川駅西口東武バス川越行きに乗車、日出谷または東観団地入口バス停下車、徒歩５分 

 

 



江戸川区総合体育館      6月 17日（土） 

 

                                    JR総武本線『新小岩駅』から都営バス

新小 29 甲または新小３０で乗車、菅

原橋下車、徒歩５分 

                                     

                                    JR総武本線『小岩駅』から都営バス 

                                    錦 27 で乗車、鹿本中学校前下車、 

徒歩 3分 

 

                                    都営新宿線『一之江駅』から都営バス 

                                    新小 20で乗車、鹿本中学校前で下車、

徒歩 3分。または新小 29甲、新小 30

で乗車、菅原橋で下車徒歩 3分 

 

 

幸手市民文化体育館      7月１日（土）、7月 2日（日) 

 

 

 

東武日光線 幸手駅下車 タクシーで約 10分 徒歩約 30分 

幸手駅から約 2.5Kｍ 

 

 

 

https://www.nem-shiteikanri.jp/shisetsu/athcul/img/satte_wide.gif


上尾運動公園体育館     ６月３日(土) 

 

      

                             

 

 

 

 

 

 

ＪＲ高崎線上尾駅から徒歩 20分 

バス「ぐるっとるん」上尾駅東口から原市平塚循環(水上公園先回り)「上尾運動公園前」下車 



 

 

                           
 

大会期間中、大会結果など様々な情報を Web 上で発信していく予定です！ 

Twitter アカウント 

@UBFbad 

Facebook URL 

www.facebook.com/UBF.jp 

です 

ぜひご覧ください！ 

 

http://www.facebook.com/UBF.jp


 



 
 

 

 



星野 拓人(日文,3)

107 109

豊田 睦(慶應,2)

103 佐藤 雅音(中央,3)

守田 源一郎(J-Birds,2) 浜田 健太(あられ,3)

102 105

今野 直人(筑波,4) 秋山 勇哉(日文,2)

101 104

宮下 優弥(日理,3) 野呂 祐仁(専修,3)

110 111

106 108

齋藤 千成(高千穂,4) 齋藤 優平(日商,1)

男子A①

5月28日(日)
桶川サンアリーナ

井田 達也(専修,3) 加藤 直樹(法政,4)



三原 大輝(スポ愛,D1)

107 109

小山 和将(慶應,3)

103 酒井 将大(早稲田,M1)

鈴木 和馬(筑波,M1) 北本 楽(筑波,4)

102 105

金子 秀隆(日商,3) 中村龍一(国士舘,2)

101 104

瀧澤 直斗(成蹊,4) 原 拓也(日文,3)

110 111

106 108

竹下 大貴(学習院,2) 竹本 裕介(筑波,M2)

男子A②

6月3日(土)
上尾運動公園体育館

栁澤 守(帝京,4) 植松 康輝(中央,2)



多田 水紀(法政,1)

108 110

秋山 和輝(日理,2)

103 毛利 一穂(慶應,4)

林 蔚然(慶應,4) 大野 航世(青学,4)

102 106

杉浦 醇彦(スポ愛,M1) 齋藤 直人(早稲田,3)

101 105

砂場 勇輝(慶應,M2) 加藤 大地(専修,4)

111 112

広瀬 大地(筑波,2)

107 109

森川 綾人(J‐Birds,4) 折原 秀介(慶應,4)

佐々木 抄吾(帝京,4) 104

男子A③

7月日1(土)
北本市体育センター

金子 直弥(日理,2)



小堀 輝也利(J-Birds,4) 104

男子A④

7月2日(日)
幸手市民文化体育館

池田 航(友羽会,3)

鷲塚 雄哉(法政,3)

108 110

南谷 和哉(ひこうせん,M1) 丹下 敦矢(TBA,M2)

101 105

村上 悟史(慶應,4) 渡邉 慶太朗(神大,2)

112 113

江口 敦哉(慶應,4) 木村 博紀(ちょこ,Ｍ１)

102 106

畑山 舜輝(神大,2) 馬屋原 諒一(慶應,4)

109 111

宮川 大哉(日商,2) 浅野 公介(クローバー,4)

103 107

倪 申玮(スポ愛,4) 太田 映(筑波,M2)



佐藤 大愛(千葉,M2) 瀧音 奏(友羽会,4)

男子B①

5月28日(日)
桶川サンアリーナ

206 210

伊藤 大基(慶應,1) 相川 奨真(明生,2)

201 204

赤池 友陽(日文,1) 丹羽 雅人(日文,2)

214 216

岩崎 翔太(クローバー,3) 近 日乃紀(日商,3)

207 211

岡 泰大(あられ,3) 吉澤 直人(ちょこ,3)

佐藤 大夢(日法,3) 風見 雅史(慶應,3)

218 219
220

208 212

古市 悠治(法政,3)

202 江面 賢一(中央,3)

臼井 智己(明生,3)

215 217

後藤 瑛太(筑波,1) 石倉 誉士(専修,1)

203 205

伊藤　快(友羽会,2) 岡田 卓馬(日理,2)

209 213

上田 雄貴(日生,3) 安西 聡仁(筑波,M1)



飯田 耀(ラブオール,D1) 竹内 凱(法政,4)

男子B②

6月3日(土)
上尾運動公園体育館

長谷川 舜也(法政,3) 遠藤 大海(VOLANO,2)

204 208

大畠　朋也(日文,1） 梶原 陽太郎(スポ愛,1)

201 202

小川 拓真(筑波,2) 長嶺 岳斗(関学,2)

212 214

205 209

海藤 忠大(ちょこ,3) 武江 一輝(早稲田,3)

216 217
218

佐久間 生成(早稲田,3) 佐藤 剛(上智,2)

210

澤 朋宏(駒沢,2) 高畑 智泰(日商,2)

207 211

杉本 和貴(慶應,3) 吉田 泰樹(友羽会,3)

棄権

213 215

後藤 優和(TBA,1)

203赤沼 祥太(友羽会,3)

室園 健人(慶應,1)

206



細谷 健登(千葉,M1) 渡部 耕大(筑波,M1)

男子B③

6月17日（土）
江戸川区総合体育館

203 207

須藤 理央(VOLANO,1) 富山 大雅(法政,2)

201 202

小川 泰貴(慶應,2) 曽我部 蓮(スポ愛,1)

211 213

林 和彦(上智,3) 庭田 真修(千葉,1)

204 208

中村 隼太(友羽会,3) 内海 翔太(J-Birds,4)

215 216
217

菊川 祥希(千葉,3) 切明 佑真(帝京,2)

後藤 朝陽(東経,4) 加藤 哲史(慶應,3)

205 209

長嶺 倫(早稲田,2)

212 214

伊澤 翔太郎(ちょこ,2)

帯金 駿(KBL,4) 我妻 良哉(千葉,M1)

206 210



石川 裕也(ちょこ,Ｍ1) 太田 将仁(J-Birds,4)

男子B④

7月1日(土)①
幸手市民文化体育館

206 210

樋口 龍人(ITB,2) 石井 皓大(慶應,2)

201 202

大内 良平(慶應,1) 伊丹 瑛登(日文,1)

222 224

大森 康一(スポ愛,3) 仲泊 徹(関学,2)

207 211

鹿野 真知人(ティエラ,3) 遠藤 隼人(筑波,3)

230 231
234

杉森 祥紀(中央,2)

森田 篤志(明生,3) 戸田 修平(早稲田,3)

208 212

植竹 和輝(大正,3)

223 225

山崎 開智(KBL,2)

203

栗栖 司(法政,1)

井上 拓海(明学,2)

209 213

木村 匠(帝京,4) 矢下 正喜(千葉,4)



217 221

國井 俊輔(筑波,4) 土田 智広(スポ愛,M1)

227 229

高倉 颯人(日商,1)

205

堀川 敦司(早稲田,2)

田中 勇那(早稲田,2)

濱 一哉(国士舘,2)

本村 豪星(日理,4) 増村 洋平(帝京,3)

216 220

菅原 泰成(国士舘,2)

久保田 映希(スポ愛,4) 今関 太一(千葉,3)

232 233
235

215 219

226 228

石黒 俊(青学,3) 本澤 拓(スポ愛,2)

214 218

西浦 玄真(日商,2) 棄権

204

豊島 寛敬(専修,1)

金子 祐亮(法政,1)

俵 拓朗(千葉,M1) 伊藤 寛(立教,4)

男子B⑤

7月1日(土)②
幸手市民文化体育館



207 211

千葉 耀(法政,4) 平野 柚人(千葉,4)

213 215

吉岡 慧悟(法政,1)

203望月 涼介(KBL,3)

石川 陸(青学,2)

206 210

山田 健人(日生,2) 古川 良太朗(日理,3)

岩田 恭輔(中央,3) 高木 瞭(早稲田,3)

関 陽一(慶應,3) 咄下 新(慶應,3)

216 217
218

205 209

212 214

苗村 匡一郎(スポ愛,3) 真田 祥汰(関学,3)

204 208

齋藤 直仁(バモス,2) 真家 慶冴(筑波,2)

201 202

斎須 俊希(明生,2) 中道 隆太(帝京,2)

志摩 大輝(関学,4) 新井 晴貴(クローバー,4)

男子B⑥

7月1日(土)③
北本市体育センター



211 215

山村 昇平(日文,3) 永田 俊太郎(中央,4)

225 227

渡邉 悠斗(帝京,2)

203鈴木 淳也(友羽会,2)

横山 和輝(大東愛,1)

210 214

本田 純一郎(法政,3) 山本 翔太(日商,2)

福田 健二(神大,3) 長江 大輝(早稲田,3)

八田 元気(上智,3) 羽鳥 健太(明和,3)

232 233
236

209 213

224 226

筑波 標(筑波,2) 平田 雅(国士舘,3)

208 212

新谷 悠(日生,2) 高屋 弘大(あられ,2)

201 202

松永 地洋(慶應,1) 中川 旭(慶應,2)

森川 稜(J-Birds,4) 山田 大輔(日理,4)

男子B⑦

7月2日(日)①
幸手市民文化体育館



229 231

本村 寛樹(スポ愛,3) 照山 拓実(ティエラ,2)

207

助永　悠輝(明生,3) 白井 良幸(上智,2)

205

219 223

棄権

大出　啓友(慶應,5) 大崎 庸平(慶應,5)

218 222

上岡　大起(日商,3) 猪又　勇介(明生,3)

棄権

石塚　貝(早稲田,4) 御園 雅隆(スポ愛,3)

筒井　優斗(帝京,3) 高田浩城(日理,4)

234 235
237

217 221

228 230

吉野 浩生(慶應,2) 高橋 渉(友羽会,3)

216 220

大吉　渉(日文,1) 池口　貴也(明和,2)

204 206

木場　研勝(友羽会,2) 飯岡　純也(国士館,3)

木村　智幸(TBA,M2) 沢田　裕紀(中央,4)

男子B⑧

7月2日(日)②
幸手市民文化体育館



平賀 翔太(あられ,3) ルー カーティス(ミラージュ,4)

野地 柚吾(日文,2) 原田 雄生(ティエラ,２)

324 328

及川 亘郎(大東愛,1) 山﨑 隆弘(慶應,1)
302 304

中尾 友(慶應,1) 中村 太紀(日商,1)
312 320

330 332

安富 良活(友羽会,3) 上野 生成(首都大,2)

311 319

荒井 直生(大正,2) 福重 潤也(友羽会,3)

310 318

新井 堅登(日商,3) 岩田 凌我(大東愛,3)

333 334

河津 智広(TBA,1)

323 327

吉岡 修平(中央,3) 児玉 舜輔(愛バド,3)

309 317

筒井 慎吾(J-Birds,2)

渡辺 悠太(明学,2) 宮崎 朋矢(友羽会,3)

308 316

奈下恵 朋也(中央,3) 高橋 洸司(日文,2)

森本 翔貴(友羽会,2) 青山 裕之(明生,2)

藤原 大地(日理,3) 森田 優斗(法政,1)

322 326

306 314

福田 直人(TBA,3) 加瀬 陽平(明学,2)

329 331

男子C①

5月28日（日）
桶川サンアリーナ

野口 勇鷹(ちょこ,5) 池谷 昴紀(関学,3)

305

301 303

畑山 泰久(クローバー,2)

321 325

313

村杉 哲(ITB,1) 山越 康敬(大東愛,1)

木村 渉(帝京,1)

福島 英人(Poona,2) 川口 耕一(中央,3)

307 315



男子C②

6月3日（土）①
上尾運動公園体育館

芦田 佳樹(筑波,4) 小本 昌平(中央,4)

306 314

田中 佑弥(関学,2) 佐々木 大誠(J-Birds,2)

瓜生 泰誠(友羽会,1)

356
棄権

岡田 大城(玉川,3)

301 302

葉 京武(慶應,1) 内山 暖太(スポ愛,1)
338 342

棄権

339 343

316

篠原 佑輔(友羽会,3)

齋藤 力也(駒沢,2)

307 315

荒川 拳(あられ,2) 伊藤 峻平(日商,3)

354

308

前村 直輝(スポ愛,3) 満田 恭弘(スポ愛,3)

362 363

水間 翔也(明星,3)

309 317

棄権

神田 知也(中央,2) 菅原 漱人(慶應,1)

寺薗 康之介(ちょこ,4) 長谷部 諒成(法政,3)

310 318

棄権

340 344

久保井 恵祐(法政,3) 堀内 拓夢(友羽会,3)

311

真子 泰典(スポ愛,2)

倉田 佳祐(駒沢,2) 津野 哲弥(明学,2)

355 357

茂木 匠(友羽会,2) 岩松 和力(関学,2)

312 320
棄権

319

中島 有貴(スポ愛,1)

太田 佳喜(愛バド,2)

河内 秀人(首都大,2)

女屋 俊祐(学習院,2)

阿部 凌也(目白,4) 渡部 一将(筑波,4)

303

花見 嘉高(早稲田,1)
313 321

工藤 寅嗣(TBA,1) 千葉 恭輔(ティエラ,3)

341 345



本木 優人(高千穂,4) ケルビン ルクマン(ちょこ,4)

森 拓帆(ちょこ,2)

佐々木 志穏(友羽会,1) 305

柴田 航太郎(KBL,1)
329 337

渡邊 道輝(スポ愛,2) 伊藤 正樹(学習院,2)

349 353

大橋 朋也(法政,2)

松浦 大河(法政,3) 増田 雄之(愛バド,3)

328 336

斉藤 篤輝(TBA,3) 飯塚 裕人(関学,3)

359 361
棄権 棄権

大岩 里王真(早稲田,2) 高橋 佑太(友羽会,3)

327 335

秦泉寺 悠矢(KBL,2) 岩坪 未矩(TBA,2)

348 352

今村 勇輝(ミラージュ,4) 江川 善啓(早稲田,3)

326 334

濱野 洋(スポ愛,3) 小松 裕(日理,3)

364 365

垣谷 慎吾(大正,2) 佐藤 孝幸(友羽会,1)

325 333

佐藤 陸(早稲田,2) 奈良 洸希(慶應,2)

347 351

324 332

渡邊 新大(ちょこ,3) 樋口 雄士(中央,3)

358 360

石川 敦也(慶應,2) 田川 雅輝(バモス,2)

323 331

岸 智喜(明学,2) 滝沢 凱(スポ愛,2)

304

本山 晃野(日理,2)
346 350

男子Ｃ③

6月3日（土）②
上尾運動公園体育館

田中 裕也(中央,4) 久世 和希(TBA,4)

322 330

鈴木 聡宏(TBA,1) 棄権



斎藤 俊太郎(VOLANO,3) 杉山 稜汰(筑波,4)

302 304

チェン ジャック(スポ愛,2) 藤嶋 龍輝(ミラージュ,2)
312 320

棄権

横尾 祥平(日商,3) 坂本 峻也(学習院,2)

324 328

佐々木 優啓(J-Birds,2) 宮地 景(スポ愛,2)

武内 俊太(慶應,2) 大竹 達也(早稲田,2)

311 319

貞末 真明(筑波,2) エルトン チャン (法政,2)

330 332

管原 誠人(専修,3) 千葉 瑠依(高千穂,2)

310 318

坂本 俊介(法政,2) 河野 友輔(友羽会,2)

323 327
棄権

309 317

竹内 優星(首都大,3) 原 一聖(友羽会,3)

333 334

後藤 駿輔(KBL,4)

322 326

清水 友貴(早稲田,2)

小笠原 拓哉(バモス,3)

307 315

石戸 大器(友羽会,3) 木村 大典(ちょこ,3)

329 331

堀江 航太(筑波,2) 兼平 翔太郎(中央,2)

306 314

山田 廉仁(スポ愛,3)

竹入 幹太(首都大,3)

野口 貴史(早稲田,3)

荒関 太寅(友羽会,3)

加納 史隆(あられ,2) 新井 貴博(専修,2)

308 316

男子Ｃ④

6月17日（土）
江戸川区総合体育館

日下田 健(ちょこ,Ｍ1)

305 313

大塚 渓登(日理,2) 松田 航輝(日理,1)
301 303

平井 健彦(スポ愛,1) 酒田 現(スポ愛,1)
321 325



312

根本 泰佑(専修,2) 川野 宗一郎(慶應,1)

男子C⑤

7月1日（土）①
幸手市民文化体育館

中村 郁未(国士舘,4)

304

301 302

稲田 凱士(法政,2) 小野 和生(ちょこ,2)
320 324

山崎 健一(ラブオール,M2)

栗芝 裕享(Poona,2) 其田 耀(日商,2)

306 314

305 313

黒木 寛世(ティエラ,3) 東 遼哉(首都大,3)

328 330

岡田 聖貴(ちょこ,2) 笹木 龍之介(スポ愛,3)

上村 亮太(中央,3) 斉藤 優輝(クローバー,3)

321 325
棄権 棄権

藤原 穫(スポ愛,1) 石井 駿介(明学,2)

307 315

齋藤 創太(筑波,3) 松本 立矢(筑波,4)

332 333

森 秀世(TBA,3) 山口 博之(J-Birds,4)

308 316

大和田 健太(明生,2) 宮澤 政駿(スポ愛,1)

322 326

内藤 雄介(エリオット,2) 金丸 彪陽(法政,3)

309 317

蘇武 匠(成蹊,3) 佐藤 大輝(東経,3)

329 331
棄権

村越 錬(玉川,3) 伊藤 幸太郎(中央,3)

310 318

日暮 一聡(学習院,2) 浅沼 健太(VOLANO,3)

323 327

片岡 将彰(東海,2)

西村 穣(早稲田,4) 兎澤 知浩(スポ愛,M1)

榊原 瞭(スポ愛,2) 303

佐久間 亮汰(高千穂,1)
311 319



棄権

315 323

水上 卓哉(ミラージュ,4) 南波 祐生(筑波,M1)

小田島 賢人(成蹊,2)

五十嵐 智(バモス,3)

303

高祖 勇希海(早稲田,1)

314 322

松下 真人(慶應,2) 藤井 洸佳旭(高千穂,2)

343 347

早川 元(スポ愛,2)

北島 皓太(ティエラ,3) 小林 達也(あられ,3)

357 359

斉藤 道也(関学,3) 鎌田 将弘(東経,3)

342 346

不島 昇士(ちょこ,2) 中尾 海輝(ちょこ,2)

313 321

藤本 俊(首都大,2)

311 319

村上 圭吾(早稲田,3) 市川 涼太(国士舘,4)

364 365

北川 遼(クローバー,4) 坂口 侑矢(中央,3)

312 320

長谷川 遼(日理,2) 鹿又 逞(早稲田,3)

341 345

男子C⑥

7月1日②
北本市体育センター

狩野 晃一(千葉,M1) 高橋 護(J-Birds,4)

308

宮里 大輝(明和,3) 鈴木 宏昌(大正,2)

301 302

石井 健太郎(法政,1) 荒木 大洋(日商,2)
340 344

安川 統磨(成蹊,2) 後藤 凌也(法政,2)

309 317

中村 泰盛(専修,2)

316

小坂 直之(スポ愛,2) 稲葉 俊貴(専修,１)

桑田 健太朗(中央,2)

谷田貝 昂平(東海,3) 立川 雄一(学習院,2)

356 358

310 318



男子Ｃ⑦

7月1日（土）③
北本市民体育センター

笛田 亮(千葉,M1) 大久保 龍介(東経,4)

324 332

平林 海斗(専修,1) 梶山 雄暉(ミラージュ,2)
304 306

山口 恭史郎(明学,2) 早山 勇紀(VOLANO,1)
348 352

田中 淳平(早稲田,2) 金久保 恵太(スポ愛,2)

325 333

松本 淳(日生,3) 進 敬太(日文,3)

326 334

足立 建人(TBA,3) 田川 渚(中央,2)

360 362

浅野 裕紀(慶應,2) 金子 悠河(早稲田,2)

327 335

都築 駿介(東海,2) 波多野 陽平(ひこうせん,2)

349 353

唐沢 史門(明和,4) 印東 憲一(J-Birds,3)

328 336

齊藤 貴穂(ちょこ,4) 平岡 宏喜(千葉,4)

366 367
棄権

佐藤 達哉(筑波,3) 土山 恭平(法政,2)

329 337

大澤 佑貴(スポ愛,2) 田中 陸(筑波,2)

350 354

野口 雅貴(国士舘,3) 佐藤 俊(慶應,3)

330 338

高梨 理太(早稲田,3) 伊藤 恭平(TBA,3)

361 363

永留 理輝(ちょこ,2) 紺野 優(専修,3)

351 355

杉山 晃一(日商,2) 小黒 凌(首都大,2)

矢田 悠介(ラブオール,4) 佐藤 樹(ちょこ,M1)

305 307

齋藤 克典(法政,2) 山浦 大知(日理,1)
331 339



男子Ｃ⑧

7月2日（日）
幸手市民文化体育館

木村 将志(TBA,M2) 豊田 涼平(スポ愛,4)

307 315 棄権
井上 大(日文,2) 島 祥大(法政,1)

301 304

井島 幹斗(友羽会,2)
323 327

清水 寛太(ちょこ,3) 鈴木 大悟(あられ,3)

308 316

柴 克稀(大東愛,3) 永井 稜人(首都大,3)

笠井 裕介(日商,3) 小池 泰成(日文,3)

324 328

山本 菜雄(VOLANO,1)

飯塚 信太(大東愛,1)

309 317

鈴木 碩人(法政,3) 青木 天睦(学習院,3)

331 333

上原 拓実(青学,2) 305

310 318
森山 安武(TBA,2)

石原 岳(スポ愛,4) 岡田 翔(中央,4)

335 336

野村 悠介(スポ愛,4) 篠田 航(ミラージュ,3)

311 319

林 幹也(日商,2)

鈴木 智也(明和,3) 望月 蓮(クローバー,3)

312 320

302

永井 貴大(クローバー,2)
325 329

久保田 諒(日法,3)

阿子島 智也(専修,3) 野川 和輝(国士舘,3)

313 321

江澤 優太(神大,3) 元山 辰徳(専修,3)

332 334

杉野 大洋(玉川,4) 中山 裕貴(明生,M1)

303 306

長澤 朋生(東経,2) 井田 侑助(TBA,1)
314 322

棄権

堀内 祐希(慶應,3) 関根 幹弘(神大,3)

326 330

棚橋 和真(友羽会,2) 嘉数 健悟(早稲田,1)



5月28日（日） 7月1日（土）
桶川サンアリーナ 北本市体育センター

男子D

稲垣 孝規(筑波,M2)

401

松村 和毅(早稲田,3)

404 405
棄権

戸内 俊輔(日商,3) 川原 淳之介(慶應,3)

406 407

後藤悠介(学習院,3) 菊政 翔(TBA,3)

401 402

小林 正英(筑波,2) 田井 一輝(バモス,3)

405 406

一戸 啓介(関学,3) 吉崎 雄介(上智,4)

402 403

向後 宗一郎(法政,3) 三枝 伸太郎(慶應,5)

7月2日（日）

森田 学(TBA,2) 石崎 太一(ミラージュ,2)

403 404

幸手市民文化体育館

谷本 一(スポ愛,3)

406 405

榎田 直紘(慶應,4) 清宮 凌(中央,4)

401

相川 太良(首都大,3) 森田 寛人(友羽会,3)

408 407

冨澤 勘太(バモス,3) 原 康太(日法,3)

403 402

堤崎 悠飛(中央,4) 坂本 将来(国士舘,3)

404 403

鈴木 優輔(東経,4) 岩熊 優樹(慶應,3)

釜ヶ澤 良太(高千穂,4)

亀村 太郎(スポ愛,3)

栗木 祐介(大正,3)
401

402

6月3日（土）
上尾運動公園体育館

三上 鎮(ちょこ,3) 澤田 晃希(TBA,3)

405 404

久米 飛鳥(日法,3) 宮崎 真樹(早稲田,3)

407 406



棄権

棄権

棄権 棄権

男子E①

5月28日（日）①

黒米 雅人(ティエラ,４) 山本 勝仁(ラブオール,3)

501 505

坪松 健悟(愛バド,3) 芳賀 朋央(日生,2)

村松 広大(法政,1) 杉山 拓(友羽会,1)

517 519

徳永 嘉裕(友羽会,2) 泉 奎成(ちょこ,2)

502 506

526
529

中野 陽介(ちょこ,3) 山野 直人(慶應,3)

503 507

桶川サンアリーナ

504 508

三浦 雄大(中央,3) 乙咩 佑太朗(J-Birds,3)

渡辺 嶺(TBA,1) 笹井 寛泰(明学,２)

518 520

鎌田 晃太郎(大東愛,1) 金谷 光一郎(TBA,1)

525



棄権

児玉 駿也(あられ,3) 田渕 恵人(ラブオール,4)

522 524

小田 裕太(TBA,1) 川原 知也(友羽会,1)

512 516

石田 つねお(J-Birds,3) 紅露 京介(中央,3)

511 515

岡崎 知彦(明生,2) 井上 伊織(Poona,２)

510 514

林 駿樹(クローバー,3) 宮崎 泰輝(学習院,3)

527 528
530

大澤 拓未(慶應,1) 川邉 明広(TBA,1)

521 523

藤吉 真己(日理,3) 岩原 遼平(ちょこ,2)

509 513

男子E②

5月28日（日）②
桶川サンアリーナ

木村 洋太(ラブオール,4) 大友 侑磨(関学,3)



岩塚 光輝(明生,3) 下村 拓(ラブオール,M1)

509 511

田尻 和寛(KBL,1) 中村 洋輝(友羽会,１)

503 507

石塚 大貴(日商,3) 西川 裕規(慶應,3)

502 506

山内 淳平(法政,2) 井原 佑太(明生,2)

501 505

重田 光陽(友羽会,2) 磯田 裕吏(愛バド.3)

512 513
514

佐藤礼於(KBL,2)

508 510

清水 航一路(慶應,1) 山田 哲矢(TBA,2)

清本 和暉(ラブオール,M1) 504

男子E③

6/3(土)
上尾運動公園体育館

礒辺 宏規(中央,4)



棄権

棄権

上田 航平(友羽会,3) 羽柴 凌(早稲田,3)

509 511

佐々木 高杜(日商,1) 長越 竜海(首都大,2)

503 507

高野 誠史(東経,3) 小川 幸弘(慶應,2)

502 506

田島 佳祐(慶應,2) 西田 知生(スポ愛,2)

501 505

西川 奏(スポ愛,2) 小沼 大河(バモス,3)

512 513
514

古林 知也(日生,2)

508 510

中島 輝征(法政,1) 和田 明人(J-Birds,2)

志村 昌紀(KBL,4) 504

男子E④

6月17日(土)
江戸川区総合体育館

成嶋 正徳(中央,3)



棄権 棄権

501 505

男子E⑤

7月1日(土)①
幸手市民文化体育館

三浦 潤(ラブオール,M1) 多賀 友哉(エリオット,3)

倉井 脩磨(慶應,1) 長谷川 大暉(TBA,1)

517 519

卯月 純平(日理,2) 高田 脩平(ちょこ,2)

502 506

荒川 陸人(スポ愛,2) 阿久津 祐平(スポ愛,2)

525 526
529

鈴木 琢仁(首都大,3) 及川 啓太(法政,2)

503 507

チェン マーク(スポ愛,2) 中野 悠司(高千穂,2)

518 520

仙田 哲也(専修,２) 久世 晃暢(TBA,1)

504 508

伊藤 紘貴(早稲田,３) 大滝 悠平(国士舘,3)



田畑 優(中央,3) 桜井 瞭(TBA,4)

522 524

北村 忠助(目白,２) 原田 佑二(筑波,2)

512 516

東平 征哉(スポ愛,2) 荒武 拓海(Poona,３)

511 515

福原 圭吾(学習院,2) 蟹江 将哲(慶應,2)

510 514

勝俣 瞭勉(明学,２) 江藤 諒平(J-Birds,2)

527 528
530

溝江 蒼馬(日商,1) 飯塚 雄二(中央,2)

521 523

中村 仁哉(法政,2) 海野 紘平(スポ愛,2)

509 513

男子E⑥

7月1日(土)②
幸手市民文化体育館

宋 政樹(ラブオール,M1) 小笠原 拓(上智,4)



棄権

棄権

502 506

青木 伸晃(慶應,1)

501

男子E⑦

7月1日(土)③
北本市体育センター

田中 雄也(日理,3) 大畑 友人(日商,3)

村越 司(関学,2)

早稲田 風太(ひこうせん,２)

510 512

岩渕 隼人(学習院,2) 前川 拓実(スポ愛,2)

野田 洸一郎(スポ愛,2) 野沢　龍太郎（バモス、２）

503 507

竹田 穣(TBA,3) 松井 雄大(愛バド,3)

514 515
516

大須賀 雅人(明学,２) 野田 智也(ひこうせん,２)

504 508

511 513

畝木 太郎(ちょこ,2) 長坂 来哉(早稲田,1)

505 509

金子 泰杜(日生,3) 岩下 文也(クローバー,3)



棄権

吉田 崇洋(早稲田,3) 熱海 勇気(中央,4)

510 512

木内 崇人(国士舘,2) 新井 海斗（東経,2）

504 508

田中 辰明(TBA,3) 高柳 虎之介(クローバー,3)

503 507

藤原 龍司(バモス,2) 小笠原 舜平(ひこうせん,2)

502 506

高橋 祥(日生,3) 亀井　駿（首都大,3）

513 514
515

加賀谷 剛瑠(友羽会,1) 成木 俊(慶應,2)

509 511

増西 智哉(学習院,2) 柳 拓光(ちょこ,2)

501 505

男子E⑧

7月2日(日)
幸手市民文化体育館

内海 友貴(法政,M1) 後田 真照(日商,3)



 



女子A①

6月3日（土）
上尾運動公園体育館

大久保 愛美(専修,3) 渡辺 由夏(友羽会,3)

605 607

佐藤 遥(友羽会,3) 金子 実香(J-Birds,2)

601 603

長谷川 和奏(東経,2) 中村 恵理子(法政,3)

609 610

岡本 真歩(早稲田,3) 福山 夏映(筑波,4)

梶原 悠香里(友羽会,2) 大塚 桐里(国士舘,3)

602 604

青木 咲樹(日商,1) 富田 鈴未(友羽会,2)

606 608



女子A②

6月17日（土）
江戸川区総合体育館

島袋 智尋(筑波,4) 滝本 桃加(友羽会,4)

604 606

加藤 唯(日生,2) 矢口 美奈(VOLANO,1)

601 602

島田 侑佳(友羽会,2) 根目沢 ひかる(実践,2)

608 609

荒井 麻里(東経,2)

土屋 宥乃(友羽会,2) 603

細田 頌子(慶應,1)

605 607

若月 真理乃(専修,4) 斉藤 里佳(友羽会,3)



棄権

小原 千明(早稲田,3)

607 609

長谷部 有紀(筑波,2)

603 秋山 万依(J-Birds,4)

河口 歩美(東海,2) 渡辺 巴菜(法政,3)

602 605

佐藤 未来(専修,1) 前田 実津季(ラブオール,3)

601 604

竹元 裕香(日理,2) 大塚 絢乃(実践,3)

610 611

606 608

黒田 侑花(法政,2) 川島 早絵(日文,3)

女子A③

7月1日（土）
幸手市民文化体育館

森戸 陽加(東経,4) 酒井 麻由(筑波,3)



竹内 美帆(友羽会,4)

607 609

佐藤 千明(日理,1)

603 牧 亜耶佳(友羽会,2)

重光 美里(法政,3) 肥田木 賀子(ひこうせん,2)

602 605

吉野 百代(大東愛,2) 青木 彩音(専修,1)

601 604

奥津 沙耶(跡見,4) 殿岡 絵理(クローバー,4)

610 611

606 608

田中 希美(友羽会,2) 林 祐花(ちょこ,3)

女子A④

7月2日（日）
幸手市民文化体育館

谷口 咲輝(筑波,M2) 東城 佳奈美(バモス,3)



5月28日(日) 7月1日(土)

棄権

中島 美穂(日理,3) 石田莉音佳(実践,3)

吉川美帆(実践,2) 島村 彩海(日文,2)

703 704

横山 美咲(筑波,2) 八木 香(友羽会,2)

705 706

佐藤 成美(中央,3) 千葉 優子(高千穂,3)

702 703

國谷 佳奈(千葉,3) 青木 琴乃(クローバー,3)

川澄 あゆ(バモス,2) 荻原 有柚子(友羽会,2)

701 702

佐藤 愛華(日商,1)

704 705

山口 奈々(スポ愛,4)

701高橋 晴香(慶應,M1)

砂岡 梨沙(ちょこ,3) 天野 美月(明和,3)

6月17日(土) 7月2日(日)
江戸川区総合体育館 幸手市民文化体育館

平井 のどか(慶應,1) 竹内 美稀(早稲田,1)

704 704

百崎 紗菜(明学,2) 武政 香穂(日文,2)

706 706

塚本 結子(日文,3) 佐々木 千春(中央,3)

703 703

下田 芽依(友羽会,3) 服部 佳歩(スポ愛,2)

村山 菜々(日文,2) 岩田 友香(千葉,2)

702 702

瀬戸口 佳代(日商,1) 神山 由梨(慶應,1)

705 705

女子B

桶川サンアリーナ 幸手市民文化体育館

谷川 実優(中央,3) 福井 千賀子(日商,4)

701 701



808 812

団藤 由季(ちょこ,3) 前原 菜々子(日理,3)

822 824

三好 由貴(友羽会,1)

802塩田 未来(日商,2)

高橋 亜里沙(学習院,2)

807 811

須山 華帆(友羽会,2) 神谷 玲伊奈(法政,2)

林 美波(中央,3) 埴 有里(友羽会,3)

強瀬 桃花(愛バド,3) 森泉 綾花(友羽会,2)

829 830
833

806 810

821 823

鈴木 千紘(筑波,2) 田中 沙采(明学,2)

805 809

宮﨑 麻由(日文,2)

801 穂積 由貴(跡見,2)

山崎 菜那(跡見,2)

佐藤 眞理子(友羽会,3) 鈴木 果林(慶應,3)

女子C①

5月28日（土）①
桶川サンアリーナ



女子C②

5月28日（土）②
桶川サンアリーナ

柏原 しなの(専修,4) 小笹 佳菜(友羽会,3)

813 817

野下 瑛里奈(慶應,1)

803 齋藤 晴香(日理,1)

早津 結佳(友羽会,2)

825 827

清水 明香里(日商,2) 佐藤 茜(明学,2)

814 818

萩原 千晴(学習院,3) 小林 秋穂(跡見,3)

831 832
834

渡邉 初(友羽会,3) 小林 瑞姫(明星,3)

815 819

澤原 詩織(明学,2) 中山 理緒(友羽会,3)

826 828

長谷川 瞳(日商,2)

804百瀬 未緒(日理,1)

平林 穂乃香(クローバー,2)

816 820

森山 祐佳(中央,3) 片山 真麻(慶應,3)



806 810

秋葉 陽香(ミラージュ,3) 山本 美月(専修,2)

812 814

寸田 香南江(早稲田,2)

802小林 史佳(日商,2)

小嶺 和加奈(跡見,2)

805 809

山本 知沙(慶應,2) 湯澤 光(中央,3)

棄権

佐伯 紺衣(友羽会,3) 和田 佳苗(友羽会,3)

粕谷 春風(跡見,3) 石田 博菜(慶應,3)

815 816
817

804 808

811 813

関本 真弓(友羽会,3) 森山 はるな(友羽会,3)

803 807

添川 日向子(日文,1)

801 渡部 歩美(日文,2)

戸村 美歩(実践,2)

女子C③

6月3日(土）
上尾運動公園体育館

遠藤 佳奈(早稲田,3) 芳野 萌(友羽会,3)



荻原　 夏海(玉川,4) 勝海 友香子(学習院,3)

女子C④

6月17日（土）
江戸川区総合体育館

802 806

志賀 千恵子(大正,2)

801 岩本 真鈴(J-Birds,2)

徳永 知夏(友羽会,2)

810 812

舘石 怜美(日商,3) 横山 菜実(友羽会,2)

803 807

平 亜輝子(早稲田,3) 佐藤 優里香(慶應,3)

814 815
816

稲葉 志穂(ミラージュ,3) 佐藤 あかり(法政,3)

804 808

波多野　知香(専修,3) 別府 菜摘(跡見,3)

811 813

西田 聖菜(慶應,2) 笠原 千晶(スポ愛,2)

805 809

関 里菜子(友羽会,3) 永田 萌(友羽会,3)



棄権

802 806

長岡 千尋(KBL,1)

801

女子C⑤

7月1日(土)①
幸手市民文化体育館

上原 和(ミラージュ,3) 日下 由菜(学習院,3)

櫻井 幸穂(筑波,2)

浅井 友紀子(TBA,1)

817 819

後藤 祐里奈(日商,2) 渡辺 菜々子(明学,2)

足立 美玖(跡見,2) 佐々木 美月(愛バド,2)

803 807

田中 実果(明学,2) 田口 紗也華(慶應,3)

825 826
829

島本 佳奈(慶應,2) 永井 優妃(日商,3)

804 808

818 820

藤本 羽純(学習院,2) 中島 彩依(千葉,2)

805 809

武田 海晴(専修,3) 岩元 美樹(玉川,3)



棄権

813

女子C⑥

7月1日(土)②
幸手市民文化体育館

菅野 紗央(跡見,3)

佐々木 知華(ラブオール,4)

武市 真帆(明学,2)

821 823

岡内 実菜子(愛バド,2) 三宅 宇泉(千葉,2)

810 814

青沼 美月(ちょこ,3) 堀口 紗希(慶應,3)

827 828
830

小森 千秋(東海,3) 串田 彩歌(日商,2)

811 815

堀 桃恵(明学,2) 嶋田 遥(慶應,2)

822 824

久次 史奈(千葉,2) 佐藤 麻結(明和,2)

812 816

飯島 あずさ(慶應,3) 田辺 環(J-Birds,4)



棄権

802 806

松本 櫻子(慶應,2)

801 石井 美帆(明学,2)

女子C⑦

7月1日(土）③
北本市体育センター

古谷 未羽(跡見,4) 青池 明日香(千葉,3)

榊原 芽生(慶應,2) 荻原 千春(専修,2)

猪股 笙子(筑波,2)

810 812

渡井 美稀(日商,2) 池内 真理子(慶應,2)

803 807

木本 早耶(TBA,2) 小田 晏澄(首都大,2)

814 815
816

804 808

吉岡 眞苗(実践,2) 溝渕 早紀(KBL,2)

811 813

長田 夏帆(明学,2) 芝内 菜緒(ラブオール,2)

805 809

清田 玲衣(明生,3) 岩本 菜穂(愛バド,3)



財前 穂波(TBA,M1) 今井 美里(筑波,4)

女子C⑧

7月2日（日）
幸手市民文化体育館

803 807

清水 美希(友羽会,1)

801 木村 美優(友羽会,2)

篠崎 郁枝(大正,2)

811 813

桐ケ谷 莉子(慶應,2) 金生 有未(日商,3)

804 808

棄権

小林 沙耶加(日生,3) 田村 旺子(スポ愛,4)

815 816
817

峯田 果歩(専修,3) 巳波 春香(慶應,3)

805 809

山本 佳織(明生,3) 小野 日奈子(実践,3)

812 814

織田 碧(日文,1)

802伊藤 志保(友羽会,2)

平本 京花(友羽会,2)

806 810

福田 みのり(慶應,4) 中桐 美沙紀(跡見,4)



大富 まお(友羽会,3)

908 910

西川 莉世(明学,2)

903 萩野 千賀(慶應,3)

佐藤 千夏(明和,3) 伊波 舞葉(ちょこ,3)

902 906

白石 茉耶(跡見,3) 藤森 さくら(スポ愛,2)

901 905

宮崎 寧々(明生,3) 伏原 舞(愛バド,3)

911 912

星田 彩夏(明生,2)

907 909

小野瀬 翔子(慶應,1) 中村 百花(日法,3)

女子D①

6月3日（土）
上尾運動公園体育館

今村 みのり(友羽会,3)

早川 さとみ(TBA,4) 904



井上 藍香(国学院,4) 904

女子D②

7月1日（土）①
幸手市民文化体育館

中村 友紀(TBA,3)

間弓 裕子(大正,2)

908 910

斉藤 愛香(TBA,1) 高野 詩織(慶應,2)

901 905

栗崎 莉子(慶應,2) 大塚 理央(明生,3)

912 913

田中 遥菜(法政,3) 金崎 晴香(中央,3)

902 906

長島 梨帆(筑波,3) 本下 菜穂子(スポ愛,2)

909 911

楠本 沙衣子(明学,2) 山下 真優(ちょこ,2)

903 907

西楽 美紀(慶應,3) 陸 瑛里香(慶應,3)



佐藤 百花(学習院,4) 904

女子D③

7月1日（土）②
北本市体育センター

谷尾 祐香里(明生,3)

新飯田 夏帆(慶應,2)

908 910

江崎 ゆり子(スポ愛,2) 粕谷 有希(TBA,2)

901 905

鶴永 さくら(慶應,1) 吉岡 芽依(跡見,2)

912 913

松浦 穂乃佳(愛バド,3) 矢作 菜緒(千葉,2)

902 906

安藤 由希子(明生,2) 野田 佳那子(スポ愛,2)

909 911

大家 可純(ちょこ,2) 葛西 裕子(慶應,1)

903 907

矢吹 夏子(TBA,3) 星川 紗更(筑波,3)



棄権

棄権

芝崎 美聖(筑波,4) 904

女子D④

7月2日（日）
幸手市民文化体育館

岩佐 実旺(跡見,3)

芝田 紗希(明生,2)

907 909

富樫 梨里佳(友羽会,3) 本間 理恵(スポ愛,2)

901 905

安井 あり紗(スポ愛,2) 野口 生未(バモス,3)

911 912

白澤 真里奈(慶應,3) 柳田 聖香(友羽会,3)

902 906

新宮 由菜(スポ愛,2) 軒原 由佳(慶應,1)

908 910

松長 さくら(跡見,3)

903 刈谷 郁海(スポ愛,4)

平間 智絵(TBA,3)



 



決勝大会

MA MB

小川 拓真(筑波,2) 岩田 恭輔(中央,3)

1105 1106 1205 12061108 1208

宮下 優弥(日理,3) 佐々木 抄吾(帝京,4) 江面 賢一(中央,3) 土田 智広(スポ愛,M1)

1101 1103 1201 1203

棄権

栁澤 守(帝京,4) 小堀 輝也利(J-Birds,4) 内海 翔太(J-Birds,4) 横山 和輝(大東愛,1)

1102 1104 1202 1204

新井 堅登(日商,3) 森 秀世(TBA,3)

酒井 将大(早稲田,M1) 太田 映(筑波,M2) 石井 皓大(慶應,2) 筒井　優斗(帝京,3)

1107 1207

芦田 佳樹(筑波,4) 桑田 健太朗(中央,2)

1302 1306

1301 1305

青山 祐之(明生,2) 片岡 将彰(東海,2)
向後 宗一郎(法政,3) 松村 和毅(早稲田,3)

森田 寛人(友羽会,3)

1310 1312

横尾 祥平(日商,3) 石原 岳(スポ愛,4)

大岩 里王真(早稲田,2) 都築 駿介(東海,2)

1303 1307

滝沢 凱(スポ愛,2) 波多野 陽平(ひこうせん,2)

1304 1308 1403

兼平 翔太郎(中央,2) 森山 安武(TBA,2)1315

兼
平

桑
田

三
上

森
田

佐藤 雅音(中央,3)
棄権

宮
下

佐
々
木

内
海

筒
井

三上 鎮(ちょこ,3)

佐々木 大誠(J-Birds,2) 藤井 洸佳旭(高千穂,2)

1401 14021404
1313 13141316

13111309

MC MD

毛利 一穂(慶應,4)



決勝大会

ME

仙田 哲也(専修,2)

1503

藤吉 真己(日理,3) 蟹江 将哲(慶應,2)

1505 1506
1508

野田 智也(ひこうせん,２)

1502 1504

羽柴 凌(早稲田,3) 柳 拓光(ちょこ,2)

1507

乙咩 佑太朗(J-Birds,3)

棄権

下
村

仙
田

下村 拓(ラブオール,M1)

1501



平

林

櫻

井

伊

波

野

口

棄権

棄権

佐藤 優里香(慶應,3) 巳波 春香(慶應,3) 中村 友紀(TBA,3) 野口 生未(バモス,3)

1807 1907

遠藤 佳奈(早稲田,3) 猪股 笙子(筑波,2) 井上 藍香(国学院,4) 白澤 真里奈(慶應,3)

1802 1804 1902 1904

平林 穂乃香(クローバー,2) 小森 千秋(東海,3) 伊波 舞葉(ちょこ,3) 粕谷 有希(TBA,2)

1805 1806 1905 19061808 1908

須山 華帆(友羽会,2) 櫻井 幸穂(筑波,2) 早川 さとみ(TBA,4) 大家 可純(ちょこ,2)

1801 1803 1901 1903

FC FD

竹
内

横
山

島
村

大
久
保

棄権

矢口 美奈(VOLANO,1) 牧 亜耶佳(友羽会,2) 横山 美咲(筑波,2) 島村 彩海(日文,2)

1607 1707

土屋 宥乃(友羽会,2) 竹内 美帆(友羽会,4) 高橋 晴香(慶應,M1) 荻原 有柚子(友羽会,2)

1602 1604 1702 1704

1605 1606 1705 17061608 1708

渡辺 由夏(友羽会,3) 酒井 麻由(筑波,3) 塚本 結子(日文,3) 佐々木 千春(中央,3)

1703

福井 千賀子(日商,4)

決勝大会

FA FB

大久保 愛美(専修,3) 森戸 陽加(東経,4) 村山 菜々(日文,2)

1601 1603 1701


