
ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校

Ｍ６ 1 相葉 温志 あいば あつし 6 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ６ 2 高浦 友貴 たかうら ゆうき 6 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ６ 3 桐谷 優介 きりや ゆうすけ 6 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ６ 4 三浦 航地 みうら こうち 6 高洲ホープス

Ｍ６ 5 相沢 桃李 あいざわ とおり 6 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ６ 6 松本 竜馬 まつもと りょうま 6 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ６ 7 三須　匠 みす たくみ 6 季美の森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ６ 8 篠原　健太 しのはら けんた 6 季美の森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ６ 9 三枝　大吾 さいぐさ だいご 6 季美の森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ６ 10 木村 航平 きむら こうへい 6 鎌ヶ谷ジュニア

Ｍ６ 11 井戸 悠生 いど ゆうき 6 鎌ヶ谷ジュニア

Ｍ６ 12 二見 真矢 ふたみ しんや 6 鎌ヶ谷ジュニア

Ｍ６ 13 村上 和紀 むらかみ かずのり 6 パイレーツ

Ｍ６ 14 名葉 智信 なば ともあき 6 市川ジュニア

Ｍ６ 15 赤池 龍希 あかいけ りゅうき 6 市川ジュニア

Ｍ６ 16 鹿島 隆聖 かしま りゅうせい 6 市川ジュニア

Ｍ６ 17 小林 樹 こばやし いつき 6 市川ジュニア

Ｍ６ 18 吉田 昇永 よしだ しょうえい 6 市原ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ６ 19 戸澤 竜士 とざわ りゅうと 6 市原ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ６ 20 山﨑 那緒生 やまざき なおき 6 α野田ジュニア

Ｍ６ 21 石塚 敦也 いしづか あつや 6 α野田ジュニア

Ｍ６ 22 後藤 元気 ごとう げんき 6 α野田ジュニア

Ｍ６ 23 鈴木 彰人 すずき あきと 6 α野田ジュニア

Ｍ６ 24 七井 勇之介 なない ゆうのすけ 6 我孫子ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ６ 25 近藤 優樹 こんどう ゆうき 6 ＭＡＭＥＸ

Ｍ６ 26 山田 遼太 やまだ りょうた 6 シャトル桜木

Ｍ６ 27 市原 佑希 いちはら ゆうき 6 シャトル桜木

Ｍ６ 28 青木 流風 あおき るか 6 シャトル桜木

Ｍ６ 29 宮田 伸太郎 みやた しんたろう 6 シャトル桜木

Ｍ６ 30 山崎 太一 やまざき たいち 6 シャトル桜木

男子シングルス／６年生の部　選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校

Ｍ５ 1 根本 倖希 ねもと こうき 5 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ５ 2 山田 尊紀 やまだ たかのり 5 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ５ 3 細谷 勇太 ほそや ゆうた 5 高洲ホープス

Ｍ５ 4 坂堂 竜太郎 ばんどう りゅうたろう 5 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ５ 5 西本 生樹 にしもと しょうき 5 季美の森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ５ 6 沢田 健 さわだ けん 5 パイレーツ

Ｍ５ 7 齋藤 淳也 さいとう じゅんや 5 市川ジュニア

Ｍ５ 8 山川 圭吾 やまかわ けいご 5 市川ジュニア

Ｍ５ 9 平田 太陽 ひらた たいよう 5 市原ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ５ 10 鈴木 和眞 すずき かずま 5 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ５ 11 岡田 遥音 おかだ はると 5 α野田ジュニア

Ｍ５ 12 松山 巧 まつやま たくみ 5 α野田ジュニア

Ｍ５ 13 瀬能 大翔 せのう ひろと 5 α野田ジュニア

Ｍ５ 14 中島 佑斗 なかじま ゆうと 5 我孫子ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ５ 15 西林 銀二郎 にしばやし ぎんじろう 5 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ５ 16 蓮見 昌平 はすみ しょうへい 5 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ５ 17 安部 輝 あべ ひかる 5 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ５ 18 池田 将大 いけだ しょうた 5 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ５ 19 高野 春杜 たかの はると 5 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ５ 20 中西 俊貴 なかにし としき 5 シャトル桜木

Ｍ５ 21 杉田 聡太 すぎた そうた 5 佐貫クラブ

男子シングルス／５年生の部　選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校

Ｍ４ 1 石毛 亮次 いしげ りょうじ 4 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ４ 2 樋口 岳 ひぐち がく 4 高洲ホープス

Ｍ４ 3 原田 竜也 はらだ たつや 4 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ４ 4 塚田 湧也 つかだ ゆうや 4 季美の森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ４ 5 篠原 僚太 しのはら りょうた 4 季美の森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ４ 6 岡本 空都 おかもと たかと 4 季美の森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ４ 7 中西 流我 なかにし あるが 4 季美の森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ４ 8 松元 遼 まつもと りょう 4 市川ジュニア

Ｍ４ 9 長谷川 大樹 はせがわ だいき 4 市川ジュニア

Ｍ４ 10 岡本 尚樹 おかもと なおき 4 市原ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ４ 11 畑中 裕翔 はたなか ゆうと 4 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ４ 12 塩澤 慶郁 しおさわ けい 4 α野田ジュニア

Ｍ４ 13 宮脇 勇真 みやわき ゆうま 4 α野田ジュニア

Ｍ４ 14 梅澤 賢信 うめざわ けんしん 4 α野田ジュニア

Ｍ４ 15 原島 悠 はらしま ゆう 4 ＭＡＭＥＸ

Ｍ４ 16 成嶋 滉平 なるしま こうへい 4 ＭＡＭＥＸ

Ｍ４ 17 冨塚 海斗 とみつか かいと 4 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ４ 18 片岡 友希 かたおか ともき 4 シャトル桜木

男子シングルス／４年生の部　選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校

Ｍ３ 1 宮崎 颯 みやざき はやて 3 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ３ 2 福永 旺洋 ふくなが あきひろ 3 高洲ホープス

Ｍ３ 3 安保 瑠城 あんぽ りゅうき 3 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ３ 4 石井 稜真 いしい りょうま 3 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ３ 5 井上 歩 いのうえ おゆむ 3 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ３ 6 木村 太洋 きむら たいよう 3 鎌ヶ谷ジュニア

Ｍ３ 7 高橋 陸 たかはし りく 3 鎌ヶ谷ジュニア

Ｍ３ 8 二見 俊輔 ふたみ しゅんすけ 3 鎌ヶ谷ジュニア

Ｍ３ 9 稲村 裕輝 いなむら ゆうき 3 市川ジュニア

Ｍ３ 10 阿積 奏人 あずみ かなと 3 市原ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ３ 11 岩井 裕弥 いわい ゆうや 3 八千代Jrバドミントンクラブ

Ｍ３ 12 山﨑 諒羽 やまざき りょう 3 α野田ジュニア

Ｍ３ 13 伊藤 聡馬 いとう そうま 3 α野田ジュニア

Ｍ３ 14 髙藤 春希 たかふじ はるき 3 α野田ジュニア

Ｍ３ 15 美谷 佳輝 みたに よしき 3 α野田ジュニア

Ｍ３ 16 伊藤 正悟 いとう しょうご 3 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ３ 17 石尾 太一 いしお たいち 3 流山ジュニアバドミントンクラブ

男子シングルス／３年生の部　選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校

Ｍ２ 1 高橋 太一 たかはし たいち 2 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ２ 2 中川 創太 なかがわ そうた 2 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ２ 3 相浦 周毅 あいうら ひろき 2 鎌ヶ谷ジュニア

Ｍ２ 4 宮下 怜 みやした れい 2 α野田ジュニア

Ｍ２ 5 田口 聖也 たぐち せいや 2 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ２ 6 井関 晃大 いせき こうた 2 ＭＡＭＥＸ

Ｍ２ 7 久古 伊織 きゅうこ いおり 2 流山ジュニアバドミントンクラブ

男子シングルス／２年生の部　選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校

Ｍ１ 1 相葉 皓太 あいば こうた 1 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ１ 2 安保 武輝 あんぽ むつき 1 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ１ 3 柳原 秀太 やなぎはら しゅうた 1 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｍ１ 4 村上 港 むらかみ みなと 1 市川ジュニア

Ｍ１ 5 石塚 誠一朗 いしづか せいいちろう 1 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

男子シングルス／１年生の部　選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校

Ｗ６ 1 宮前 朱里 みやまえ あかり 6 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 2 若菜 佑美 わかな ゆみ 6 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 3 松山 莉那 まつやま りな 6 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 4 森井 なつみ もりい なつみ 6 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 5 宮沢 安有美 みやざわ あゆみ 6 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 6 板鼻 彩 いたはな さやか 6 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 7 白石 彩沙香 しらいし あさか 6 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 8 栗原 貴子 くりはら たかこ 6 高洲ホープス

Ｗ６ 9 岩名 萌々子 いわな ももこ 6 高洲ホープス

Ｗ６ 10 石橋 千里 いしばし ちさと 6 高洲ホープス

Ｗ６ 11 小林 夏実 こばやし なつみ 6 高洲ホープス

Ｗ６ 12 押切 菜名 おしきり なな 6 高洲ホープス

Ｗ６ 13 服部 美保 はっとり みほ 6 高洲ホープス

Ｗ６ 14 柳原 なな子 やなぎはら ななこ 6 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 15 積田 茉里香 つみた まりか 6 季美の森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 16 巻口 実可 まきぐち みか 6 鎌ヶ谷ジュニア

Ｗ６ 17 長谷川 初音 はせがわ はつね 6 市川ジュニア

Ｗ６ 18 軽尾 真雪 かるお まゆき 6 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 19 伊藤 眞緒 いとう まお 6 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 20 吉野 菜々穂 よしの ななほ 6 α野田ジュニア

Ｗ６ 21 高野 夢香 たかの ゆめか 6 α野田ジュニア

Ｗ６ 22 足立 佳奈 あだち かな 6 α野田ジュニア

Ｗ６ 23 古橋 明日香 ふるはし あすか 6 α野田ジュニア

Ｗ６ 24 對馬 ハイリナ つしま はいりな 6 α野田ジュニア

Ｗ６ 25 岩井 萌々華 いわい ももか 6 α野田ジュニア

Ｗ６ 26 成嶋 七海 なるしま ななみ 6 我孫子ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 27 伊藤 めぐみ いとう めぐみ 6 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 28 関口 咲良 せきぐち さくら 6 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 29 小林 遙香 こばやし はるか 6 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 30 佐々木 美奈 ささき みな 6 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 31 平地 彩奈 ひらち あやな 6 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 32 澁木 清香 しぶき さやか 6 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ６ 33 花光 美里 はなみつみさと 6 シャトル桜木

Ｗ６ 34 小林 夕眞 こばやし ゆま 6 シャトル桜木

Ｗ６ 35 原 菜緒 はら なお 6 シャトル桜木

Ｗ６ 36 西畑 歩美 にしはた あゆみ 6 シャトル桜木

女子シングルス／６年生の部　選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校

Ｗ５ 1 須永 藍里 すなが あいり 5 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ５ 2 徳原 佐紀 とくはら さき 5 高洲ホープス

Ｗ５ 3 木幡 萌香 こはた もえか 5 高洲ホープス

Ｗ５ 4 酒井 理夏 さかい りか 5 成田ジュニア

Ｗ５ 5 松下 桜良 まつした さくら 5 鎌ヶ谷ジュニア

Ｗ５ 6 遠山 実歩 とおやま みほ 5 鎌ヶ谷ジュニア

Ｗ５ 7 鈴木 萌愛 すずき もえみ 5 鎌ヶ谷ジュニア

Ｗ５ 8 堤 未舞 つつみ みぶ 5 鎌ヶ谷ジュニア

Ｗ５ 9 村上 美羽 むらかみ みう 5 市川ジュニア

Ｗ５ 10 宮 澪里 みら みおり 5 市川ジュニア

Ｗ５ 11 萩原 萌 はぎわら もえ 5 市川ジュニア

Ｗ５ 12 宇田川 紗英 うだがわ さえ 5 市川ジュニア

Ｗ５ 13 篠原 果凛 しのはら かりん 5 市原ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ５ 14 藪崎 晶姫美 やぶさき あきみ 5 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ５ 15 横川 綾香 よこかわ あやか 5 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ５ 16 中村 珠来 なかむら みく 5 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ５ 17 渡辺 桜子 わたなべ ももこ 5 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ５ 18 戸辺 友希乃 とべ ゆきの 5 α野田ジュニア

Ｗ５ 19 井関 真子 いせき まこ 5 ＭＡＭＥＸ

Ｗ５ 20 砂川 真穂 すなかわ まほ 5 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ５ 21 冨塚 蘭 とみつか らん 5 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ５ 22 石毛 紫乃 いしげ しの 5 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ５ 23 石子 愛 いしこ あい 5 シャトル桜木

Ｗ５ 24 井上 さくら いのうえ さくら 5 シャトル桜木

Ｗ５ 25 大木 彩香 おおき あやか 5 シャトル桜木

Ｗ５ 26 長谷川 萌音 はせがわ もね 5 シャトル桜木

女子シングルス／５年生の部　選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校

Ｗ４ 1 岩瀬 由美 いわせ ゆみ 4 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 2 相葉 満友 あいば みゆ 4 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 3 小谷 加音 こたに かのん 4 高洲ホープス

Ｗ４ 4 西野 あみ にしの あみ 4 高洲ホープス

Ｗ４ 5 大八木 桜莉 おおやぎ ちえり 4 高洲ホープス

Ｗ４ 6 杉山 未来 すぎやま みく 4 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 7 大高 舞衣 おおたか まい 4 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 8 横山 紗弥 よこやま さや 4 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 9 川野 梨々華 かわの りりか 4 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 10 花嶋 美佑 はなしま みゆう 4 鎌ヶ谷ジュニア

Ｗ４ 11 生繁 桃子 おいしげ ももこ 4 鎌ヶ谷ジュニア

Ｗ４ 12 堤 陽彩 つつみ ひいろ 4 鎌ヶ谷ジュニア

Ｗ４ 13 越智 志於理 おち しおり 4 鎌ヶ谷ジュニア

Ｗ４ 14 渡邉 楓 わたなべ かえで 4 鎌ヶ谷ジュニア

Ｗ４ 15 森 風歌 もり ふうか 4 市川ジュニア

Ｗ４ 16 木暮 若菜 こぐれ わかな 4 市原ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 17 高澤 瑞朋 たかざわ みずほ 4 市原ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 18 山辺 莉花 やまべ りか 4 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 19 横田 千乃 よこた ゆきの 4 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 20 小山 瑠花 こやま るか 4 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 21 福田 三冬 ふくだ みふゆ 4 八千代Jrバドミントンクラブ

Ｗ４ 22 栗原 あかり くりはら あかり 4 α野田ジュニア

Ｗ４ 23 猪口 美月 いのぐち みずき 4 α野田ジュニア

Ｗ４ 24 瀬能 千尋 せのう ちひろ 4 α野田ジュニア

Ｗ４ 25 久古 日葵 きゅうこ にっき 4 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 26 佐々木 亜優 ささき あゆ 4 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 27 立原 美羽 たちはら みう 4 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 28 田中 梨愛 たなか りあ 4 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ４ 29 石井 杏奈 いしい あんな 4 シャトル桜木

Ｗ４ 30 大澤 千鶴 おおさわ ちづる 4 シャトル桜木

Ｗ４ 31 井上 裕心 いのうえ ひろみ 4 シャトル桜木

Ｗ４ 32 山崎 美花 やまざき みか 4 シャトル桜木

Ｗ４ 33 広田 彩奈 ひろた あやな 4 シャトル桜木

Ｗ４ 34 鈴木 愛乃 すずき あいの 4 シャトル桜木

Ｗ４ 35 伊藤 美華 いとう みか 4 シャトル桜木

Ｗ４ 36 溝口 睦乃 みぞぐち むつの 4 シャトル桜木

女子シングルス／４年生の部　選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校

Ｗ３ 1 塩崎 あかり しおざき あかり 3 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ３ 2 伊東 里紗 いとう りさ 3 大森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ３ 3 菅野 季々 かんの きき 3 高洲ホープス

Ｗ３ 4 斉郷 遥南 さいごう はるな 3 高洲ホープス

Ｗ３ 5 杉山 愛結 すぎやま あゆ 3 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ３ 6 鵜沢 仁以奈 うざわ にいな 3 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ３ 7 宮内 湖音 みやうち こと 3 季美の森ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ３ 8 石塚 日菜子 いしづか ひなこ 3 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ３ 9 内藤 楽弥 ないとう らくみ 3 八千代Jrバドミントンクラブ

Ｗ３ 10 栗原 琉夏 くりはら るな 3 α野田ジュニア

Ｗ３ 11 岡田 奏海 おかだ かなう 3 α野田ジュニア

Ｗ３ 12 上野 桃花 うえの ももか 3 α野田ジュニア

Ｗ３ 13 志村 優帆 しむら ゆほ 3 ＭＡＭＥＸ

Ｗ３ 14 高橋 つかさ たかはし つかさ 3 流山ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ３ 15 花光 笑里 はなみつ えみり 3 シャトル桜木

Ｗ３ 16 岩井 瑞歩 いわい みずほ 3 シャトル桜木

Ｗ３ 17 大木 晴香 おおき はるか 3 シャトル桜木

Ｗ３ 18 溝口 ゐぶき みぞぐち いぶき 3 シャトル桜木

女子シングルス／３年生の部　選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校

Ｗ２ 1 飯田 暖菜 いいだ はるな 2 高洲ホープス

Ｗ２ 2 杉山 凜 すぎやま りん 2 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ２ 3 藤田 凜々子 ふじた りりこ 2 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ２ 4 胡桃 良菜 くるみ らな 2 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ２ 5 鈴木 琴子 すずき ことこ 2 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ２ 6 高橋 茉優 たかはし まゆ 2 鎌ヶ谷ジュニア

Ｗ２ 7 中野 円佳 なかの まどか 2 鎌ヶ谷ジュニア

Ｗ２ 8 長嶋 穂希 ながしま ほまれ 2 市原ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ２ 9 関口 かのん せきぐち かのん 2 市原ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ２ 10 横田 彩香 よこた あやか 2 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ２ 11 梅崎 愛葉 うめざき あいは 2 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ２ 12 鈴木 望美 すずき のぞみ 2 α野田ジュニア

Ｗ２ 13 猪口 那奈 いのぐち なな 2 α野田ジュニア

Ｗ２ 14 田中 彩音 たなか あやね 2 ＭＡＭＥＸ

Ｗ２ 15 志村 帆望 しむら ほのみ 2 ＭＡＭＥＸ

Ｗ２ 16 鶴賀谷 芙佳 つるがや ふうか 2 ＭＡＭＥＸ

Ｗ２ 17 鈴木 莉香 すずき りこ 2 流山ジュニアバドミントンクラブ

女子シングルス／２年生の部　選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校

Ｗ１ 1 古西 萌々夏 こにし ももか 1 成田ジュニア

Ｗ１ 2 渡辺 七海 わたなべ ななみ 1 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ１ 3 林 咲空 はやし さくら 1 市原ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ１ 4 赤澤 涼華 あかざわ すずか 1 市原ジュニアバドミントンクラブ

Ｗ１ 5 岡本 萌奈未 おかもと もなみ 1 α野田ジュニア

Ｗ１ 6 鬼沢 きき おにざわ きき 1 シャトル桜木

女子シングルス／１年生の部　選手名簿


