
No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

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

八角 実侑 やすみ みゆ 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

秋庭 美羽 あきば みう 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

江田 美吹 えだ みぶき 羽生ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

蓮見 彩由里 はすみ あゆり 羽生ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

武井 ほのか たけい ほのか 久喜ＡＢＣ 埼玉県

大野 菜摘 おおの なつみ 久喜ＡＢＣ 埼玉県

厨川 京香 くりやかわ きょうか 大曲バドスピリッツスポーツ少年団 秋田県

藤谷 咲季 ふじや さき 大曲バドスピリッツスポーツ少年団 秋田県

高橋 美帆 たかはし みほ 大曲バドスピリッツスポーツ少年団 秋田県

小松 青空 こまつ あおい 大曲バドスピリッツスポーツ少年団 秋田県

太田 捺美香 おおた なみか スマイリーアップル 長野県

矢島 春菜 やじま はるな スマイリーアップル 長野県

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

関口 優衣 せきぐち ゆい MIDORI CITY ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

宮内 綾乃 みやうち あやの 桜木ジュニア 群馬県

小豆畑 奈菜 あずはた なな 桜木ジュニア 群馬県

鈴木 幸恵 すずき ゆきえ 豊ジュニア 茨城県

長瀬 珠音 ながせ じゅね 豊ジュニア 茨城県

岩岡 みのり いわおか みのり ハルトノクラブ 茨城県

杉山 薫 すぎやま かおる ハルトノクラブ 茨城県

小吹 久瑠実 おぶき くるみ 東少年バドミントン 茨城県

永沼 澪奈 ながぬま れな 東少年バドミントン 茨城県

前田 琴音 まえだ ことね Kids守谷 茨城県

蛯原 理奈 えびはら りな Kids守谷 茨城県

宮本 美海 みやもと みみ 三条クラークＪｒ． 神奈川県

川越 麻菜 かわごえ まな 三条クラークＪｒ． 神奈川県

小松崎 萌歌 こまつざき もえか ＫＳＢＣ－Ｊｒ 神奈川県

斉藤 柚 さいとう ゆずり ＫＳＢＣ－Ｊｒ 神奈川県

原島 彩乃 はらしま あやの ＮＰ神奈川 神奈川県

石川 蘭 いしかわ らん ＮＰ神奈川 神奈川県

小田 有希菜 おだ ゆきな トータスクラブ 神奈川県

新倉 千晶 にいくら ちあき トータスクラブ 神奈川県

阿部 礼愛 あべ あやめ 塩釜ジュニアバドミントンクラブ 宮城県

阿部 衣純 あべ いずみ 塩釜ジュニアバドミントンクラブ 宮城県

鍋島 紅深 なべしま  くみ 宇都宮中央ジュニア 栃木県

中静 朱里 なかしず あかり 宇都宮中央ジュニア 栃木県

吉野 琴美 よしの ことみ 河内ジュニアバドミントンクラブ 栃木県

小林 璃菜 こばやし りな 河内ジュニアバドミントンクラブ 栃木県

大上 朝佳 おおがみ あさか 調布ジュニア 東京都

辻田 真南 つじた まな 調布ジュニア 東京都

加藤 碧夏 かとう あおか 町田ジュニア 東京都

吉川 茜 よしかわ あかね 町田ジュニア 東京都

田代 流楓 たしろ るか 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都

小野里 かなう おのざと かなう 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都

武井 幸姫 たけい みさき 青梅ジュニア 東京都

大竹 絢葉 ああたけ あやは 青梅ジュニア 東京都

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

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

栗原 あかり くりはら あかり 野田中根ジュニア 千葉県

栗原 琉夏 くりはら るな 野田中根ジュニア 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

石塚  日菜子 いしづか ひなこ 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

横山 紗弥 よこやま さや 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

川野 梨々華 かわの りりか 松戸六実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 千葉県

相葉 満友 あいば みゆ 大森ジュニア 千葉県

石井 杏奈 いしい あんな シャトル桜木 千葉県

山崎 美花 やまざき みか シャトル桜木 千葉県

井上 裕心 いのうえ ひろみ 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

高澤 瑞朋 たかざわ みずほ 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

木暮 若菜 こぐれ わかな 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

花嶋 美佑 はなしま みゆう 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

生繁 桃子 おいしげ ももこ 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

名簿の順は、申し込み順です。
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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

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 千遥 やまね ちはる 所沢ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

本田 胡桃 ほんだ くるみ 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

草間 唯花 くさま ゆいか 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

小磯 維織 こいそ いおり 志木ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

村木 善知 むらき うと 志木ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

佐藤 くるみ さとう くるみ 三郷ダックスジュニア 埼玉県

倉島 美咲 くらしま みさき 三郷ダックスジュニア 埼玉県

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

坪田 倫子 つぼた ともこ MIDORI CITY ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

大澤 茉紘 おおさわ まひろ 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

富澤 芽以 とみざわ めい 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

今泉 友希 いまいずみ ゆき 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

五味渕 舞香 ごみぶち まいか 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

宮下 彩奈 みやした あやな 吉原バドミントン 茨城県

宮下 澪奈 みやした れいな 吉原バドミントン 茨城県

萩原 菜結 はぎわら なゆ 桜川ジュニアバドミントン 茨城県

青木 伽奈 あおき かな 桜川ジュニアバドミントン 茨城県

檀原 由衣 だんばら ゆい 大井沢バドミントン 茨城県

成島 優衣花 なるしま ゆいか 大井沢バドミントン 茨城県

青木 もえ あおき もえ AIRYU 茨城県

宮澤 花歩 みやざわ かほ AIRYU 茨城県

田澤 未陽 たざわ みはる 三条クラークＪｒ． 神奈川県

五十嵐 直美 いがらし なおみ 三条クラークＪｒ． 神奈川県

森 愛恵 もり まなみ 大清水バドミントンスポーツ少年団 神奈川県

柿崎 真希 かきざき まき 大清水バドミントンスポーツ少年団 神奈川県

伊藤 理子 いとう りこ 青葉ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

松川 未央 まつかわ みお 青葉ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

櫻井 理湖 さくらい りこ 白沢バドミントンクラブ 栃木県

山王堂 加奈 さんのうどう かな 白沢バドミントンクラブ 栃木県

戸﨑 雪穂 とざき ゆきほ 青梅ジュニア 東京都

松永 千怜 まつなが ちさと 青梅ジュニア 東京都

本橋 和葵 ほとはし わかな サザンウィングス 東京都

花上 陽莉 はなうえ ひなり サザンウィングス 東京都

神谷 優香 かみや ゆうか 久松ジュニア 東京都

三島 凛 みしま りん 久松ジュニア 東京都

滝波 桃菜 たきなみ ももな t.isiba.japan 東京都

早川 凛花 はやかわ りんか t.isiba.japan 東京都

菅野 季々 かんの きき 高洲ホープス 千葉県

斉郷 遥南 さいごう はるな) 高洲ホープス 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

杉山 凜 すぎやま りん 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

佐藤 陽菜 さとう はるな 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

富樫 成実 とがし なるみ 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

宮内 湖音 みやうち こと 季美の森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

髙田 夢乃 たかだ ゆめの 季美の森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

上野 桃花 うえの ももか 川間ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

鈴木 望美 すずき のぞみ 川間ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

花光 笑里 はなみつ えみり シャトル桜木 千葉県

岩井 瑞歩 いわい みずほ シャトル桜木 千葉県

名簿の順は、申し込み順です。
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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

八角 真帆 やすみ まほ 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

秋庭 夢来 あきば むく 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

髙橋 未成 たかはし みな 所沢ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

沼田 智咲 ぬまたち さき 所沢ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

赤崎 愛 あかさき あい 志木ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

矢嶋 幸 やじま ゆき 志木ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

加賀谷 空実 かがや くるみ 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

河野 唯織 こうの いおり 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

竹内 亜寿香 たけうち あすか 松川村ジュニアバドミントンクラブ 長野県

望月 里歩 もちづき りほ 松川村ジュニアバドミントンクラブ 長野県

仁田 麻登香 にた まどか 阿見ナイスショットBC 茨城県

谷川 莉奈 たにかわ りな 阿見ナイスショットBC 茨城県

古茂田 倭子 こもだ わこ 成沢バドミントン 茨城県

石橋 結子 いしばし ゆうこ 成沢バドミントン 茨城県

小林 和佳菜 こばやし わかな 大井沢バドミントン 茨城県

百瀬 由梨 ももせ ゆり 大井沢バドミントン 茨城県

石井 なつみ いしい なつみ 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 神奈川県

福田 紗奈 ふくだ さな 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 神奈川県

原 楓 はら かえで 串川育成会 神奈川県

菊地原 恋呂 きくちはら こころ 串川育成会 神奈川県

高崎 菜月 たかさき なつき トータスクラブ 神奈川県

田中 子嘉 たなか しいか トータスクラブ 神奈川県

金成 志優 かねなり しゅう 三条クラークＪｒ． 神奈川県

福井 菜穂子 ふくい なおこ 三条クラークＪｒ． 神奈川県

田﨑 恵理子 たさき えりこ 宇都宮中央ジュニア 栃木県

舛木 さくら ますき さくら 宇都宮中央ジュニア 栃木県

大澤 陽奈 おおさわ ひな たなしMAX Jr. 東京都

石川 心菜 いしかわ ここな たなしMAX Jr. 東京都

田代 葵楓 たしろ あいか 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都

熊澤 咲恵 くまざわ さえ 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都

朱 正匯 しゅ せいえ t.isiba.japan 東京都

木山 琉聖 きやま るい t.isiba.japan 東京都

辻 結真 つじ ゆま 町田ジュニア 東京都

西中 優奈 にしなか ゆうな 町田ジュニア 東京都

長嶋 穂希 ながしま ほまれ 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

関口 かのん せきぐち かのん 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

赤澤 涼華 あかざわ すずか 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

林 咲空 はやし さくら 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

高橋 茉優 たかはし まゆ 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

中野 円佳 なかの まどか 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

飛川 遥 とびかわ はるか 川間ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

岡本 萌奈未 おかもと もなみ 川間ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

横田 彩香 よこた あやか 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

梅崎 愛葉 うめざき あいは 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

岡村 実咲 おかむら みさき 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

高瀬 真桜 たかせ まお 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

藤田 凜々子 ふじた りりこ 松戸六実ジュニア 千葉県

渡辺 七海 わたなべ ななみ 松戸六実ジュニア 千葉県
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