
 

令和４年度 埼玉県総合バドミントン選手権大会
令和５年２月４日 毎日興業アリーナ久喜

男子シングルス
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平 来 喜 （埼玉栄高１６）1

西濱 達也（川口市３）2

齋藤 未来 （さいたま市１４）3

近藤 隆也（幸手市２４）4

蓮岡 陽大（叡明高校１８）5

山口 紘和（さいたま市９）6

清水 英幸（久喜市１５）7

石井 叶夢（埼玉栄中１６）8

高 谷 真（越谷市２２）9

三瓶 光紀（さいたま市１）10

島﨑 敦史（大宮東高１４）11

藤井 隆太 （さいたま市２８）12

福嶋大河（深谷市２）13

三澤 大輔（春日部市２４）14

芹 澤 仁（越谷市２７）15

田口 楊大（叡明高校１８）16

沓 澤 翼（越谷市７）17

片山 昂大（埼玉栄高１６）18

飛知和 寿行 （川口市１３）19

白 藤 翔 （さいたま市１４）20

花井 和紀（埼玉栄中１６）21

星野 英喜（朝霞市２０）22

大熊 辰弥（叡明高校１８）23

金澤 建志（松伏町２５）24

高澤 恭祐（鴻巣市６）25

澤田 修志 （埼玉栄中１６） 26

藤井 翔太 （さいたま市３） 27

廣井 洋介 （大宮東高１４） 28

三 浦 学（北本市１）29

中 田 樹 （叡明高校１８） 30

吉田 昌弘（越谷市２４）31

伊藤 智哉（越谷市１５）32

小 林 歩（八潮市１３）33

本間 秀逸 （東松山市２６） 34

田口 桂大 （叡明高校１８） 35

星野 大地（桶川市６）36

手嶋浩之（桶川市２）37

片桐 梗瑛 （埼玉栄高１６） 38

八木 彬人 （さいたま市１４） 39

田中 智明（狭山市２８）40

津田 光生 （埼玉栄高１６） 41

千葉 太一 （叡明高校１８） 42

山下 直飛（川口市２４）43

大島 祥平（川口市１０）44

松本 拓己（上尾市１２）45

山﨑 櫂二 （叡明高校１８） 46

遠藤 淳生 （埼玉栄中１６） 47

起 貞 吾（草加市７）48

加藤 真己 （大宮東高１４） 49

渡邊 栄睦 （さいたま市１５） 50

堀内 拓人 （さいたま市９） 51



 
 

令和４年度 埼玉県総合バドミントン選手権大会
令和５年２月４日 毎日興業アリーナ久喜

女子シングルス
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小原 未空（埼玉栄高１６）1

小川 琴未（大宮東高１４）2

水本 明希（埼玉栄高１６）3

橋村 羽奏（埼玉栄高１６）4

長澤 さくら （大宮東高１４）5

吉田 沙衣梨 （叡明高校１８）6

阿部 果凛（埼玉栄中１６）7

岸田 南乃芭 （埼玉栄高１６）8

伊藤 由珠（叡明高校１８）9

垣内 杏南（埼玉栄高１６）10

石井 愛莉（埼玉栄中１６）11

佐藤 千風（大宮東高１４）12

石井 夢楓（埼玉栄高１６）13

上 野 凛 （埼玉栄高１６） 14

宮田 愛理菜 （叡明高校１８） 15

小海 陽菜 （埼玉栄中１６） 16

大澤 すみれ （埼玉栄高１６） 17

大鐘 優菜 （浦和麗明高２９） 18

湯本 凜音 （大宮東高１４） 19

櫻井 優香 （埼玉栄高１６） 20

松岡 美歩 （埼玉栄高１６） 21

高橋 妃菜花 （大宮東高１４） 22

久保田 類 （叡明高校１８） 23

小野里 美那 （埼玉栄中１６） 24

高津 愛花 （埼玉栄高１６） 25


