
No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

熊木 倖也 くまき ゆきや チャレンジャー 埼玉県

小林 卓馬 こばやし たくま チャレンジャー 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

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

郡 浩史 こおり こうし 上里ジュニアバドミントンシャトル 埼玉県

郡 奏志 こおり そうし 上里ジュニアバドミントンシャトル 埼玉県

鈴木 俊也 すずき しゅんや 春日部白翔 埼玉県

宮脇 大輝 みやわき だいき 春日部白翔 埼玉県

福田 祐弥 ふくだ ゆうや 出羽バドミンタン 埼玉県

伊藤 聡馬 いとう そうま 出羽バドミンタン 埼玉県

谷津 央祐 やつ おうすけ t.ishiba.japan 東京都

赤田 皓貴 あかだ こうき t.ishiba.japan 東京都

大塚 秀蔵 おおつか しゅうぞう 有馬シャトル 東京都

佐藤 隆一 さとう りゅういち 有馬シャトル 東京都

高柳 一希 たかやなぎ かずき サザンウィングス 東京都

伊藤 礼渡 いとう らいと サザンウィングス 東京都

菅原 愁 すがわら しゅう 調布ジュニア 東京都

本田 海理 ほんだ かいり 調布ジュニア 東京都

久野 陽翔 くの あきと 桜川ジュニア 茨城県

稲川 開陸 いながわ かいり 桜川ジュニア 茨城県

倉持 佳祐 くらもち けいすけ ハルトノクラブ 茨城県

松永 晃治 まつなが こうじ ハルトノクラブ 茨城県

北川 史翔 きたかわ ふみと みはらスポーツ文化少年団 栃木県

工藤 瞳哉 くどう とうや みはらスポーツ文化少年団 栃木県

小野 泰平 おの たいへい ＮＰ神奈川 神奈川県

江頭 桜空 えがしら おうすけ ＮＰ神奈川 神奈川県

吉井 智秋 よしい ともあき 串川育成会 神奈川県

伊藤 太樹 いとう たいき 串川育成会 神奈川県

藺藤 真咲 いとう まさき ＮＰ神奈川 神奈川県

安孫子 輝忠 あびこ てるただ ＮＰ神奈川 神奈川県

阿部 壮登 あべ たけと 大清水バドミントンSS 神奈川県

江口 翔一朗 えぐち しょういちろう 大清水バドミントンSS 神奈川県

石原 倫 いしはら　りん 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

荒木 悠斗 あらき ゆうと 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

楢原 颯馬 ならはら そうま 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

髙野 僚 こうの りょう 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

山﨑 諒羽 やまざき りょう 野田中根ジュニア 千葉県

 宮下 怜 みやした れい 野田中根ジュニア 千葉県

稲村 裕輝 いなむら ゆうき 市川ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

平尾 彰悟 ひらお しょうご 市川ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

高橋 陸 たかはし りく 鎌ケ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

二見 俊輔 ふたみ しゅんすけ 鎌ケ谷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

鈴木 悠太 すずき ゆうた 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

石崎 陽明 いしざき はるあき 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

坪倉 太陽 つぼくら たいよう 出羽バドミンタン 埼玉県

沼田 和真 ぬまた かずま 出羽バドミンタン 埼玉県

岩城 慎 いわき しん 三郷ダックス 埼玉県

渡辺 凱斗 わたなべ かいと 三郷ダックス 埼玉県

上野 稜大 うえの りょうた 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

浜田 隼弥 はまだ しゅんや 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

高橋 翔太 たかはし しょうた 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

福岡 祐希 ふくおか ゆうき 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

柳川 蓮 やながわ れん たなしＭＡＸＪｒ． 東京都

谷屋 慧隼 たにや けいしゅん たなしＭＡＸＪｒ． 東京都

江面 孝紀 えづら こうき 青梅ジュニア 東京都

小沼 孝次 こぬま こうじ 青梅ジュニア 東京都

高城 翔一 たかぎ しょういち 小平ジュニア 東京都

水谷 結太 みずたに ゆうた 小平ジュニア 東京都

小原 輝 おばら ひかる たなしＭＡＸＪｒ． 東京都

野口 翔平 のぐち しょうへい たなしＭＡＸＪｒ． 東京都

富田 剣斗 とみた けんと 豊ジュニア 茨城県

前田 寛明 まえだ ひろあき 豊ジュニア 茨城県

伊藤 聡馬 いとう そうま ハルトノクラブ 茨城県

志賀 光 しが ひかる ハルトノクラブ 茨城県

アハマド 亜照 あはまど あでる 宇大附属小バドミントン部 栃木県

齋藤 悠希 さいとう ゆうき 宇大附属小バドミントン部 栃木県

三浦 知喜 みうら ともき ＮＰ神奈川 神奈川県

銘苅 拓望 めいかり たくみ ＮＰ神奈川 神奈川県

田中 陽太 たなか ようた 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

小澤 陵右 おざわ りょうすけ 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

棚田 光翔 たなだ ひろと 羽桜 神奈川県

佐藤 由 さとう ゆう 羽桜 神奈川県

鈴鹿 航一朗 すずか こういちろう 汲沢バドミントンクラブ 神奈川県

宮成 望 みやなり のぞむ 汲沢バドミントンクラブ 神奈川県

安藤 達哉 あんどう たつや 大森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

相葉 皓太 あいば こうた 大森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

髙橋 太一 たかはし たいち 大森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

桐谷 直樹 きりや なおき 大森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

久古 伊織 きゅうこ いおり 流山ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

古賀 聖人 こが まさと 流山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

村本 拓海 むらもと たくみ 三郷ダックス 埼玉県

糸谷 ひかる いとや ひかる 三郷ダックス 埼玉県

山岡 陸歩 やまおか ときほ 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

清野 撤平 せいの てっぺい 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

水村 健人 みずむら けんと 志木ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

古株 大智 こかぶ だいち 志木ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

横沢 颯人 よこさわ ふうと SHUTTLE KIDS 埼玉県

井口 颯人 いぐち そうと SHUTTLE KIDS 埼玉県

橋村 優翔 はしむら ゆうと 小平ジュニア 東京都

縄田 理玖 なわた りく 小平ジュニア 東京都

高橋 知也 たかはし ともや t.ishiba.japan 東京都

田中 佑哉 たなか ゆうや t.ishiba.japan 東京都

野口 駿平 のぐち しゅんぺい たなしＭＡＸＪｒ． 東京都

柳川 瑠生 やながわ るい たなしＭＡＸＪｒ． 東京都

篠原 仙一 しのはら せんいち 小平ジュニア 東京都

青木 洸明 あおき こうめい 小平ジュニア 東京都

山口 紘輝 やまぐち こうき 大井沢バドミントン 茨城県

百瀬 友翔 ももせ ゆうと 大井沢バドミントン 茨城県

山嵜 陽斗 やまざき はると ナイスショット 茨城県

鶴田 遥大 つるた はると ナイスショット 茨城県

白田 圭人 しらた けいと 宇都宮ジュニアバドミントンスポーツ少年団 栃木県

岡村 理史 おかむら りふみ 宇都宮ジュニアバドミントンスポーツ少年団 栃木県

山本 宗汰 やまもと そうた ＮＰ神奈川 神奈川県

成勢 朝陽 なるせ あさひ ＮＰ神奈川 神奈川県

田中 一基 たなか かずき 若草ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

井上 大馳 いのうえ だいち 若草ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

鈴木 颯太 すずき そうた 大清水バドミントンSS 神奈川県

江口 幸輝 えぐち こうき 大清水バドミントンSS 神奈川県

片貝 颯太 かたかい そうた ＮＰ神奈川 神奈川県

銘苅 逸希 めいかり いつき ＮＰ神奈川 神奈川県

田山 瑛士 たやま あきと 神明ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

北島 大輝 きたじま だいき 神明ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

寺内 涼 てらうち りょう 高洲ホープス 千葉県

大八木 奏柊 おおやぎ かなで 高洲ホープス 千葉県

時田 直幸 ときた なおゆき 流山ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

高橋 海吏 たかはし かいり 流山ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
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