
No チーム名

1 鎌ヶ谷ジュニア 高橋 陸⑤ 二見 俊介⑤ 木村 太洋⑤ 上田 晃大⑤

2 松戸六実ジュニア 原田 竜也⑥ 安保 瑠城⑤ 安保 武輝③ 柳原 秀太③

3 市川ジュニア 長谷川 大樹⑥ 稲村 裕輝⑤ 平尾 彰悟⑤ 村上 港③

4 野田中根ジュニア 宮脇 勇真⑥ 梅澤 賢信⑥ 山﨑 諒羽⑤ 宮下 怜④

No チーム名

1 季美の森ジュニア 篠原　僚太⑥ 岡本　空都⑥ 中西　流我⑥ 山田　康正⑥ 後藤　僚介⑥

2 α岩名ジュニア 豊田　凌太⑤ 藤枝　夏王⑤ 美谷　佳輝⑤ 鈴木　秀道⑤

3 大森ジュニア 山田　剛生⑥ 宮埼　颯⑤ 村山　蒼⑤ 相葉　皓太③

4 松戸六実ジュニア 小林　海刀⑤ 中川　創太④ 田口　聖也④ 村田　光琉② 藤田　櫂②

5 流山ジュニア 冨塚　海斗⑥ 伊藤　正悟⑤ 石尾　太一⑤ 久古　伊織④

6 高洲ホープス 篠崎　史弥⑥ 寺内　琳④ 松本　直也④ 大八木　奏柊② 寺内　涼②

No チーム名

1 流山ジュニア 竹内　成典⑥ 古賀　聖人③ 西林　隆之介③ 高橋　海吏③

2 市川ジュニア 田端　陽⑤ 内藤　優真③ 平尾　遼芽② 田端　朝晃①

3 野田中根ジュニア 増田　竣⑤ 中田　大地④ 藤田　陸大④ 木村　輝星②

No チーム名

1 川間ジュニア 髙藤 春希⑤ 山田 真樹④ 上野 桃花⑤ 飛川 遥④ 鈴木 望美④ 岡本 萌奈未③

2 シャトル桜木 志鎌 史也⑥ 広田 彩奈⑥ 溝口 睦乃⑥ 伊藤 美華⑥ 古市 沙樹⑤

3 柏南部ジュニアA 畑中 裕翔⑥ 平川 舞⑥ 荒木 栄花⑥ 高瀬 駿真⑥

4 柏南部ジュニアB 横田 彩香④ 梅﨑 愛葉④ 石塚 誠一朗③ 岡村 実咲③

5 季美の森ジュニア 塚田 湧也⑥ 宮内 湖音⑤ 髙田 夢乃⑤ 我如古 莉央⑤

6 α岩名ジュニア 阿波 琉希⑤ 高橋 翔⑤ 鈴木 裕香⑥ 川村 水姫④

No チーム名

1 鎌ヶ谷ジュニア 柴崎 愛花② 上田 佳奈② 中野 真里① 原田 匠⑤ 原田 優②

2 大森ジュニア 白川 莉央⑥ 川辺 彩乃⑥ 坂本 亜由菜⑥ 國吉 梓⑥ 浅野 珠央⑤ 桐谷 直樹④

3 八千代ジュニア 岩井 裕弥⑤ 新井 莉乃③ 宮前 怜奈③ 山野井 椋一②

4 我孫子ジュニア 嵯峨 紬希⑤ 深沢 碧⑥ 和田 直樹④ 坂東 巧太郎⑤

【 混合Aグループ 】

選 手 名

【 混合Bグループ 】

選 手 名

選 手 名

【 男子Cグループ 】

選 手 名

第23回千葉県小学生バドミントンチーム戦大会 選手名簿

【 男子Aグループ 】

選 手 名

【 男子Bグループ 】



No チーム名

1 鎌ヶ谷ジュニア 小山 瑠花⑥ 生繁 桃子⑥ 越智 志於里⑥ 渡邉 楓⑥

2 シャトル桜木 石井 杏奈⑥ 大澤 千鶴⑥ 井上 裕心⑥ 山崎 美花⑥

3 柏南部ジュニア 山辺 莉花⑥ 横田 千乃⑥ 葉梨 皐月⑥ 石塚 日菜子⑤

4 松戸六実ジュニア 杉山 未来⑥ 大高 舞衣⑥ 横山 紗弥⑥ 川野 梨々華⑥

5 流山ジュニア 佐々木 亜優⑥ 立原 美羽⑥ 堀切 美歩⑥ 高橋 つかさ⑤

6 高洲ホープス 西野 あみ⑥ 大八木 桜莉⑥ 佐々木 優⑥ 斉郷 遥南⑤

No チーム名

1 シャトル桜木 鈴木 愛乃⑥ 古市 愛海⑥ 花光 笑里⑤ 岩井 瑞歩⑤ 大木 晴香⑤

2 大森ジュニア 岩瀬 由美⑥ 相葉 満友⑥ 松本 未悠⑥ 野口 千夏⑥

3 高洲ホープス 寺内 光⑥ 永山 瑞季⑤ 松本 侑奈⑥ 菅野 季々⑤ 伊藤 楓歩⑤

4 野田中根ジュニア 山田 美羽⑥ 青木 歩花⑥ 栗原 琉夏⑤ 岡田 奏海⑤

No チーム名

1 鎌ヶ谷ジュニア 高橋 茉優④ 中野 円佳④ 安次嶺 莉子④ 渡辺 紗代⑤

2 松戸六実ジュニア 杉山 愛結⑤ 佐藤 陽菜⑤ 富樫 成実⑤ 杉山 凜④ 渡辺 七海③

3 流山ジュニア 久古 日葵⑥ 田中 梨愛⑥ 鈴木 莉香④ 黒須 愛唯④

4 市川ジュニア 森 風歌⑥ 安藤 樹里⑥ 齋藤 渉美⑤ 福田 紗良③

No チーム名

1 シャトル桜木 志鎌 栞音④ 鬼澤 きき③ 村上 優奈③ 岡田 綾菜③ 佐瀬 歩夢⑤

2 柏南部ジュニア 中島 桜子④ 中山 明日翔④ 高瀬 真桜③ 鶴田 彩乃③ 秋山 結衣③

3 松戸六実ジュニア 高橋 舞⑥ 胡桃 良菜④ 藤田 凜々子④ 鈴木 琴子④ 中村 心音②

4 流山ジュニア 沼井 彩花⑥ 倉持 咲希⑤ 沼井 七海④ 砂川 温香①

5 大森ジュニア 冨田 芽那⑥ 伊東 里紗⑤ 塩﨑 あかり⑤ 冨田 梨未④

6 市川ジュニア 田中 伶⑥ 井上 綾子④ 新村 美月③ 佐久間 琴未②

7 八千代ジュニア 内藤 楽弥⑤ 西岡 彩華⑤ 佐藤 綾乃⑤ 平田 梨央④ 永井 梓月④

8 高洲ホープス 組山 花乃⑥ 岡崎 美成⑤ 飯田 暖菜④ 丹 琴音③ 組山 梨乃③ 大口 瑚乃佳③

9 野田中根ジュニア 藤田 希瑠々② 増田 芹⑥ 木村 綺音① 間中 楼子③

選 手 名

選 手 名

第23回千葉県小学生バドミントンチーム戦大会 選手名簿

【 女子Aグループ 】

選 手 名

【 女子Bグループ 】

【 女子Cグループ 】

選 手 名

【 女子Dグループ 】


