
No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

有馬 尭嗣 ありま たかし 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県

藤林 輝 ふじばやし あきら 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県

岩岡 力也 いわおか りきや ハルトノスポーツ少年団 茨城県

杉山 潤 すぎやま じゅん ハルトノスポーツ少年団 茨城県

深谷 祐太 ふかや ゆうた 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県

高島 大地 たかしま だいち 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県

保坂 龍治 ほさか りゅうじ 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県

萩原 悠稀 はぎわら ゆうき 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県

本田 晃太 ほんだ こうた 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県

高島 巧太 たかしま こうた 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県

石原 優斗 いしはら ゆうと 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

半田 悠介 はんだ ゆうすけ 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

佐々木 優弥 ささき ゆうや MIDORICITYジュニアバドミントンクラブ 群馬県

星野 涼太 ほしの りょうた MIDORICITYジュニアバドミントンクラブ 群馬県

吉田 雅紀 よしだ まさき 前橋東バドミントンクラブ 群馬県

五十嵐 達哉 いがらし たつや 前橋東バドミントンクラブ 群馬県

上田 竜也 うえだ りゅうや 所沢ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

福嶋 壮太 ふくしま そうた 所沢ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

尾崎 拓海 おざき たくみ 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

窪田 一仁 くぼた かずと 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

池澤 岳大 いけざわ たけひろ 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

本田 颯希 ほんだ そうき 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

塩野 圭吾 しおの けいご BEST SHOT 深谷 埼玉県

新妻 哲太 にいづま てった BEST SHOT 深谷 埼玉県

柴田 陽登 しばた はると 小平ジュニア 東京都

田口 陽征 たぐち あきまさ 小平ジュニア 東京都

丸山 飛鳥 まるやま あすか 宝木塚ジュニア 東京都

鈴木 玲央 すずき れお 宝木塚ジュニア 東京都

山田 尚輝 やまだ なおき 小平ジュニア 東京都

江越 恵吾 えごし けいご 小平ジュニア 東京都

江口 尚紀 えぐち なおき チームむさし 東京都

安田 大宗 やすだ ひろむね チームむさし 東京都

田中 啓一朗 たなか けいいちろう 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 神奈川県

安部 颯人 あべ はやと 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 神奈川県

落合 一樹 おちあい かずき 下麻生バドミントンクラブ 神奈川県

佐々木 累 ささき るい 下麻生バドミントンクラブ 神奈川県

西川 透 にしかわ とおる もえぎ野ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

高野 遥斗 たかの はると もえぎ野ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

赤池 龍希 あかいけ りゅうき 市川ジュニアバトミントンクラブ 千葉県

名葉 智信 なばと もあき 市川ジュニアバトミントンクラブ 千葉県

石塚 敦也 いしづか あつや α野田ジュニア 千葉県

後藤 元気 ごとう げんき α野田ジュニア 千葉県

鹿島 隆聖 かしま りゅうせい 市川ジュニアバトミントンクラブ 千葉県

小林 樹 こばやし いつき 市川ジュニアバトミントンクラブ 千葉県

山﨑 那緒生 やまざき なおき α野田ジュニア 千葉県

鈴木 彰人 すずき あきと α野田ジュニア 千葉県

市原 佑希 いちはら ゆうき シャトル桜木 千葉県

山崎 太一 やまざき たいち シャトル桜木 千葉県

木村 航平 きむら こうへい 鎌ヶ谷ジュニア 千葉県

井戸 悠生 いど ゆうき 鎌ヶ谷ジュニア 千葉県

村上 和紀 むらかみ かずのり パイレーツ 千葉県

沢田 健 さわだ けん パイレーツ 千葉県

山田 遼太 やまだ りょうた シャトル桜木 千葉県

宮田 伸太郎 みやた しんたろう シャトル桜木 千葉県
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No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

青木 俊樹 あおき としき ハルトノスポーツ少年団 茨城県

新宅 雄 しんたく たける ハルトノスポーツ少年団 茨城県

平田 輝 ひらた ひかる 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県

齋藤 叶汰 さいとう かなた 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県

古谷 直樹 ふるや なおき 府中地区バドミントンスポーツ少年団 茨城県

矢口 達也 やぐち たつや 府中地区バドミントンスポーツ少年団 茨城県

水越 駿介 みずこし しゅんすけ 明野ちびっこバドミントンスポーツ少年団 茨城県

坪松 光 つぼまつ ひかる 明野ちびっこバドミントンスポーツ少年団 茨城県

廣木 俊輔 ひろき しゅんすけ 宇都宮ジュニアバドミントン 栃木県

伊藤 大地 いとう だいち 宇都宮ジュニアバドミントン 栃木県

勅使川原 樹 てしがわら いつき 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

副島 理義 そえじま　まさよし 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

鈴木 翔馬 すずき しょうま 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

松本 哲弥 まつもと てつや 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

内野 陽太 うちの はるた 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉県

鵜川 大也 うかわ だいや 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉県

緑川 大輝 みどりかわ ひろき 所沢ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

近藤 将史 こんどう まさし 所沢ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

岩上 駿太 いわがみ しゅんた 出羽バドミンタン 埼玉県

加藤 恵 かとう めぐみ 出羽バドミンタン 埼玉県

武井 優太 たけい ゆうた 青梅ジュニア 東京都

遠藤 彩斗 えんどう あやと 青梅ジュニア 東京都

小野里 大夢 おのざと ひろむ 小平ジュニア 東京都

渡辺 和哉 わたなべ かずや 小平ジュニア 東京都

内田 直志 うちだ ただし 国分寺ジュニア 東京都

小林 真矢 こばやし まさや 国分寺ジュニア 東京都

鈴木 雄大 すずき ゆうだい ＮＰ神奈川 神奈川県

安孫子 幸永 あびこ ゆきなが ＮＰ神奈川 神奈川県

齋藤 淳也 さいとう じゅんや 市川ジュニアバトミントンクラブ 千葉県

松元 遼 まつもと りょう 市川ジュニアバトミントンクラブ 千葉県

根本 倖希 ねもと こうき 大森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

石毛 亮次 いしげ りょうじ 大森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

松山 巧 まつやま たくみ α野田ジュニア 千葉県

岡田 遥音 おかだ はると α野田ジュニア 千葉県

坂堂 竜太郎 ばんどう りゅうたろう 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

石井 稜真 いしい りょうま 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
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No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

大平 啓人 おおだいら けいと 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県

安田 宗平 やすだ しゅうへい 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県

松田 峻哉 まつだ しゅんや 明野ちびっこバドミントンスポーツ少年団 茨城県

稲光 翔太郎 いなみつ しょうたろう 明野ちびっこバドミントンスポーツ少年団 茨城県

山下 啓介 やました けいすけ 恋南バドミントンスポーツ少年団 茨城県

岡野 藍輝 おかの あいき 恋南バドミントンスポーツ少年団 茨城県

矢畑 加月 やばた かづき 前橋東バドミントンクラブ 群馬県

桒原 彰吾 くわばら しょうご 前橋東バドミントンクラブ 群馬県

山下 潤也 やました じゅんや 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

川島 直也 かわしま なおや 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

時田 貴章 ときた たかあき 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

松村 拓哉 まつむら たくや 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

佐藤 一真 さとう かずま ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 埼玉県

八重樫 涼平 やえがし りょうへい ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 埼玉県

坂田 蓮 さかた れん 春日部白翔 埼玉県

澤田 涼介 さわだ りょうすけ 春日部白翔 埼玉県

松永 那津央 まつなが なつお 青梅ジュニア 東京都

武井 凛生 たけい りき 青梅ジュニア 東京都

柴田 拓実 しばた たくみ 小平ジュニア 東京都

松木 大弥 まつき だいや 小平ジュニア 東京都

末永 逸貴 すえなが いつき ＮＰ神奈川 神奈川県

小野 泰平 おの たいへい ＮＰ神奈川 神奈川県

小室 直椰 こむろ なおや 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

大久保 智也 おおくぼ ともや 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

塩澤 慶郁 しおさわ けい α野田ジュニア 千葉県

山﨑 諒羽 やまざき りょう α野田ジュニア 千葉県

原田 竜也 はらだ たつや 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

安保 瑠城 あんぽ りゅうき 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

宮脇 勇真 みやわき ゆうま α野田ジュニア 千葉県

伊藤 聡馬 いとう そうま α野田ジュニア 千葉県

稲村 裕輝 いなむら ゆうき 市川ジュニアバトミントンクラブ 千葉県

村上 港 むらかみ みなと 市川ジュニアバトミントンクラブ 千葉県
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No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

松山優花 まつやま ゆか 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県

木村早希 きむら さき 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県

小山紗季 おやま さき 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県

阿部まどか あべ まどか 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県

村越 満帆 むらこし まほ 釜子スポーツ少年団バトミントン 福島県

朶 美弥妃 えだ みやび 釜子スポーツ少年団バトミントン 福島県

五木田 佳奈 ごきた かな Ｋｉｄｓ　ＭＯＲＩＹＡ 茨城県

鈴木 晶陽 すずき あきひ Ｋｉｄｓ　ＭＯＲＩＹＡ 茨城県

浜野 夏葵 はまの なつき 南地区バドミントンスポーツ少年団 茨城県

日向 美結 ひなた みゆ 南地区バドミントンスポーツ少年団 茨城県

柴沼 由姫 しばぬま ゆき 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県

本多 瑞季 ほんだ みずき 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県

大平 夏実 おおひら なつみ 恋南バドミントンスポーツ少年団 茨城県

大平 彩夏 おおひら あやか 恋南バドミントンスポーツ少年団 茨城県

桝谷 志穂 ますや しほ 小山ジュニアバドミントンクラブ 栃木県

藤田 真尋 ふじた まひろ 小山ジュニアバドミントンクラブ 栃木県

吉田 実央 よしだ みお 桐生川内ジュニアバトミントンクラブ 群馬県

須田 栞菜 すだ かんな 桐生川内ジュニアバトミントンクラブ 群馬県

東林 彩未 とうばやし あやみ 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

渡邉 真依 わたなべ まい 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

久保田 琉加 くぼた るか MIDORICITYジュニアバドミントンクラブ 群馬県

福田 紗映 ふくだ さえ MIDORICITYジュニアバドミントンクラブ 群馬県

武井 希生 たけい こいき 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

永瀬 菜々 ながせ なな 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

星 南 ほし みなみ 本庄シャトルスター 埼玉県

泉 桃花 いずみ ももか 本庄シャトルスター 埼玉県

田中 芽衣 たなか めい 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

佐藤 凪 さとう なぎ 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

本田 碧泉 ほんだ あおい 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

山下 奈々 やました なな 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

醍醐 和佳 だいご わか 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

八角 実侑 やすみ みゆ 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

大上 月佳 おおがみ つきか 調布ジュニア 東京都

名取 空南 なとり そらな 調布ジュニア 東京都

秋元 未幸 あきもと みゆき 青梅ジュニア 東京都

小沼 千晴 おぬま ちはる 青梅ジュニア 東京都

清川 成美 みよかわ なるみ 小平ジュニア 東京都

七森 真央 ななもり まお 小平ジュニア 東京都

平田 燈 ひらた あかり 練馬ジュニア 東京都

林 樂 はやし もと 練馬ジュニア 東京都

末上 晴菜 すえかみ はるな 串川育成会バドミントン部 神奈川県

安部 真由 あんべ まゆ 串川育成会バドミントン部 神奈川県

宮本 美優 みやもと みゆう 三条クラークJr. 神奈川県

阿部 彩奈 あべ あやな 三条クラークJr. 神奈川県

伊藤 美幸 いとう みゆき 串川育成会バドミントン部 神奈川県

栗原 静華 くりはら しずか 串川育成会バドミントン部 神奈川県

荒川 望実 あらかわ のぞみ 秩父宮ジュニアアスリート 神奈川県

城所 美希 きどころ みき 秩父宮ジュニアアスリート 神奈川県

高野 夢香 たかの ゆめか α野田ジュニア 千葉県

吉野 菜々穂 よしの ななほ α野田ジュニア 千葉県

古橋 明日香 ふるはし あすか α野田ジュニア 千葉県

足立 佳奈 あだち かな α野田ジュニア 千葉県

柳原 なな子 やなぎはら ななこ 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

杉山 未来 すぎやま みく 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

関口 咲良 せきぐち さら 流山ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

伊藤 めぐみ いとう めぐみ 流山ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

小林 夕眞 こばやし ゆま シャトル桜木 千葉県

原 菜緒 はら なお シャトル桜木 千葉県

森井 なつみ もりい なつみ 大森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

岩瀬 由美 いわせ ゆみ 大森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
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No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

花光 美里 はなみつ みさと シャトル桜木 千葉県

大木 彩香 おおき あやか シャトル桜木 千葉県

伊藤 眞緒 いとう まお 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

軽尾 真雪 かるお まゆき 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

女子ダブルス6年生以下選手名簿
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No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

金沢 由奈 かなざわ ゆうな 釜子スポーツ少年団バトミントン 福島県

矢内 里和 やない りわ 釜子スポーツ少年団バトミントン 福島県

市川 楓華 いちかわ ふうか 釜子スポーツ少年団バトミントン 福島県

神田 冴香 かんだ さやか 釜子スポーツ少年団バトミントン 福島県

町田 華梨 まちだ かりん ハルトノスポーツ少年団 茨城県

小堤 榛菜 おづつみ はるな ハルトノスポーツ少年団 茨城県

黒田 さつき くろだ さつき 滑川バドミントンスポーツ少年団 茨城県

漆野 菜々美 うるしの ななみ 滑川バドミントンスポーツ少年団 茨城県

小池 由華 こいけ ゆか 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県

景山 紫帆 かげやま しほ 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県

水越 萌佳 みずこし ほのか 十王バドミントンスポーツ少年団 茨城県

椎名 美玖 しいな みく 十王バドミントンスポーツ少年団 茨城県

海老原 香澄 えびはら かすみ 小山ジュニアバドミントンクラブ 栃木県

土屋 芽依美 つちや めいみ 小山ジュニアバドミントンクラブ 栃木県

大貫 桃子 おおぬき ももこ 宇都宮ジュニアバドミントン 栃木県

大垣 日南 おおがき ひな 宇都宮ジュニアバドミントン 栃木県

福本 柚香 ふくもと ゆうか 宇都宮ジュニアバドミントン 栃木県

廣木 里奈 ひろき りな 宇都宮ジュニアバドミントン 栃木県

本合 智景 ほんごう ちかげ MIDORICITYジュニアバドミントンクラブ 群馬県

川角 稀子 かわすみ きこ MIDORICITYジュニアバドミントンクラブ 群馬県

須永 美紀 すなが みき MIDORICITYジュニアバドミントンクラブ 群馬県

大日方 麗央 おびなた りお MIDORICITYジュニアバドミントンクラブ 群馬県

後藤 彩音 ごとう あやね 前橋東バドミントンクラブ 群馬県

福田 沙耶 ふくだ さや 前橋東バドミントンクラブ 群馬県

唐澤 天音 からさわ あまね 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

井坂 菜々 いさか なな 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

高橋 未羽 たかはし みう 所沢ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

榎本 紗貴 えのもと さき 所沢ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

志和 さくら しわ さくら 志木ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

阿相 茉衣 あそう まい 志木ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

佐藤 灯 さとう あかり 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

鈴木 陽向 すずき ひなた 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

新田 桃子 にった ももこ 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

太田 優海 おおた うみ 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

小林 奈未 こばやし なみ 国分寺ジュニア 東京都

税所 知子 さいしょ ともこ 国分寺ジュニア 東京都

氏家 陽子 うじけ ようこ 渋谷ジュニア 東京都

森 優紗 もり ゆうさ 渋谷ジュニア 東京都

神尾 悠里 かみお ゆり 小平ジュニア 東京都

大石 悠生 おおいし ゆう 小平ジュニア 東京都

鈴木 愛梨 すずき えり 小平ジュニア 東京都

佐藤 杏 さとう あん 小平ジュニア 東京都

岸 紗羅 きし さら 三条クラークJr. 神奈川県

宮本 美海 みやもと みみ 三条クラークJr. 神奈川県

立花 梨乃子 たちばな りのこ もえぎ野ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

相原 郁実 あいはら いくみ もえぎ野ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

山本 夏己 やまもと なつき 三条クラークJr. 神奈川県

阿部 瞳子 あべ とうこ 三条クラークJr. 神奈川県

藤 亜里紗 ふじ ありさ 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 神奈川県

花田 紗希 はなだ さき 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 神奈川県

松下 桜良 まつした さくら 鎌ヶ谷ジュニア 千葉県

遠山 実歩 とうやま みほ 鎌ヶ谷ジュニア 千葉県

村上 美羽 むらかみ みう 市川ジュニアバトミントンクラブ 千葉県

宮 澪里 みや みおり 市川ジュニアバトミントンクラブ 千葉県

藪崎 晶姫美 やぶさき あきみ 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

横川 綾香 よこかわ あやか 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

冨塚 蘭 とみずか らん 流山ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

砂川 真穂 すなかわ まほ 流山ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

中村 珠来 なかむら みく 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

渡辺 桜子 わたなべ ももこ 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

女子ダブルス5年生以下選手名簿
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No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

鈴木 萌愛 すずき もえ 鎌ヶ谷ジュニア 千葉県

花嶋 美佑 はなしま みゆう 鎌ヶ谷ジュニア 千葉県

女子ダブルス5年生以下選手名簿
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No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

海老沢 彩 えびさわ あや 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県

小川 明華 おがわ はるか 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県

鈴木 幸恵 すずき ゆきえ 豊ジュニアバドミントンスポーツ少年団 茨城県

青木 夢香 あおき ゆめか 豊ジュニアバドミントンスポーツ少年団 茨城県

染谷 菜々美 そめや ななみ 大井沢バドミントンスポーツ少年団 茨城県

小林 遙香 こばやし はるか 大井沢バドミントンスポーツ少年団 茨城県

岩岡 みのり いわおか みのり ハルトノスポーツ少年団 茨城県

杉山 薫 すぎやま かおる ハルトノスポーツ少年団 茨城県

伊藤 空 いとう そら 宇都宮ジュニアバドミントン 栃木県

大垣 友南 おおがき ゆうな 宇都宮ジュニアバドミントン 栃木県

新田 光 にった ひかる 御幸スポーツ小年団バドミントン部 栃木県

新田 凪 にった なぎさ 御幸スポーツ小年団バドミントン部 栃木県

野村 朱里 のむら あかり MIDORICITYジュニアバドミントンクラブ 群馬県

星野 知沙 ほしの ちず MIDORICITYジュニアバドミントンクラブ 群馬県

武井 陽香 たけい はるか MIDORICITYジュニアバドミントンクラブ 群馬県

久保田 鈴音 くぼた すずね MIDORICITYジュニアバドミントンクラブ 群馬県

大澤 佳歩 おおさわ かほ 志木ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

手戸 愛理 てと あいり 志木ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

田中 寿奈 たなか ひさな 所沢ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

山根 千遙 やまね ちはる 所沢ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

宮崎 淳美 みやざき あつみ 小平ジュニア 東京都

宇都 智加 うと ちか 小平ジュニア 東京都

大上 朝佳 おおがみ あさか 調布ジュニア 東京都

小池 茉南 こいけ まな 調布ジュニア 東京都

今井 玖良々 いまい くらら 練馬ジュニア 東京都

重見 ゆきの しげみ ゆきの 練馬ジュニア 東京都

小田 有希菜 おだ ゆきな トータスクラブ 神奈川県

福田 美幸 ふくだ みゆき トータスクラブ 神奈川県

星野 明美 ほしの あけみ もえぎ野ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

星野 光香 ほしの みか もえぎ野ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

栗原 あかり くりはら あかり α野田ジュニア 千葉県

栗原 琉夏 くりはら るな α野田ジュニア 千葉県

石井 杏奈 いしい あんな シャトル桜木 千葉県

大澤 千鶴 おおさわ ちづる シャトル桜木 千葉県

大高 舞衣 おおたか まい 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

杉山 愛結 すぎやま あゆ 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

山辺 莉花 やまべ りか 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

武藤 舞優 むとう まひろ 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

井上 裕心 いのうえ ひろみ シャトル桜木 千葉県

山崎 美花 やまざき みか シャトル桜木 千葉県

生繁 桃子 おいしげ ももこ 鎌ヶ谷ジュニア 千葉県

堤 陽彩 つつみ ひいろ 鎌ヶ谷ジュニア 千葉県
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