
No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

佐藤 くるみ さとう くるみ 三郷ダックス 埼玉県

加藤 響 かとう ひびき 三郷ダックス 埼玉県

糸谷 あかり いとや あかり 三郷ダックス 埼玉県

石川 穂乃香 いしかわ ほのか 三郷ダックス 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

関野 里真 せきの りま チャレンジャー 埼玉県

荘野 美鈴 そうの みすず チャレンジャー 埼玉県

大野 友羽里 おおの ゆうり t.ishiba.japan 東京都

郡司 莉子 ぐんじ りこ t.ishiba.japan 東京都

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 和奏 もとはし わかな サザンウィングス 東京都

松木 愛莉 まつき あいり 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

西野 公美子 にしの くみこ サザンウィングス 東京都

萩原 菜結 はぎわら なゆ 桜川ジュニア 茨城県

青木 伽奈 あおき かな 桜川ジュニア 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

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

宮下 澪奈 みやした れいな 吉原バドミントン 茨城県

宮下 彩奈 みやした あやな 吉原バドミントン 茨城県

田中 蛍 たなか けい ＮＰ神奈川 神奈川県

田村 光里 たむら ひかり ＮＰ神奈川 神奈川県

中村 佳織 なかむら かおり 大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団 神奈川県

安田 茉柚 やすだ まゆ 大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団 神奈川県

平山 京佳 ひらやま きょうか 片平ブレイヴ 神奈川県

長谷川 里梨香 はせがわ りりか 片平ブレイヴ 神奈川県

森 愛恵 もり まなみ 大清水バドミントンSS 神奈川県

柿崎 真希 かきざき まき 大清水バドミントンSS 神奈川県

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

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

栗原 琉夏 くりはら るな 野田中根ジュニア 千葉県

岡田 奏海 おかだ かなう 野田中根ジュニア 千葉県

花光 笑里 はなみつ えみり シャトル桜木 千葉県

初芝 弥 はつしば あまね シャトル桜木 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
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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

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

倉島 美咲 くらしま みさき 三郷ダックス 埼玉県

大熊 優香 おおくま ゆか 三郷ダックス 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

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

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

辻 結真 つじ ゆま t.ishiba.japan 東京都

木山 琉聖 きやま るい t.ishiba.japan 東京都

高木 咲枝 たかぎ さえ 青梅ジュニア 東京都

安藤 奈央 あんどう なお 青梅ジュニア 東京都

木下 紗良 きのした さら 練馬アドバンス 東京都

田中 愛梨 たなか あいり 練馬アドバンス 東京都

大宮 叶子 おおみや かなこ たなしＭＡＸＪｒ． 東京都

群楽 真依 ぐんらく まい たなしＭＡＸＪｒ． 東京都

仁田 麻登香 にた まどか ナイスショット 茨城県

谷川 莉奈 たにがわ りな ナイスショット 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

田名部 千夏 たなべ ちなつ 豊ジュニア 茨城県

羽田 紗耶乃 はた さやの 豊ジュニア 茨城県

田﨑 恵里子 たさき えりこ 宇都宮中央ジュニア 栃木県

高橋 美月 たかはし みづき 宇都宮中央ジュニア 栃木県

大野 華穂 おおの かほ 宇大附属小バドミントン部 栃木県

髙野 有理 たかの あさと 宇大附属小バドミントン部 栃木県

白井 琴羽 しらい ことは 宇都宮ジュニアバドミントンスポーツ少年団 栃木県

小林 祐希 こばやし ゆうき 宇都宮ジュニアバドミントンスポーツ少年団 栃木県

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

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

國領 咲希 こくりょう さき 羽飛 神奈川県

田中 珠鈴 たなか じゅり 羽飛 神奈川県

今川 希 いまかわ のぞみ 青葉ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

今川 遥 いまかわ はるか 青葉ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

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

中野 円佳 なかの まどか 鎌ケ谷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 鎌ケ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

冨田 梨未 とみた りみ 大森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

伊東 美咲 いとう みさき 大森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

植田 ありさ うえだ ありさ 大森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

白川 遥菜 しらかわ はるな 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

小島 紗季 こじま さき ＳＧＡ 埼玉県

渡邊 美結 わたなべ みゆう ＳＧＡ 埼玉県

田口 佳奈 たぐち かな 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

池田 心 いけだ しん 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

松岡 美歩 まつおか みほ 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

和田 仁香 わだ にこ 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

椎名 美月 しいな みづき 三郷ダックス 埼玉県

廣田 恵 ひろた けい 三郷ダックス 埼玉県

藤田 美咲 ふじた みさき ＴｅａｍＣｌｏｖｅｒ 東京都

岩西 真那 いわにし まな ＴｅａｍＣｌｏｖｅｒ 東京都

橋村 羽奏 はしむら わかな 小平ジュニア 東京都

竹内 遥香 たけうち はるか 小平ジュニア 東京都

名取 陽菜多 なとり ひなた 調布ジュニア 東京都

菅原 玲 すがわら れい 調布ジュニア 東京都

小野寺 瞳 おのでら ひとみ 調布ジュニア 東京都

小坂 陽向 おさか ひなた 調布ジュニア 東京都

後藤 咲々 ごとう ささ 東少年バドミントン 茨城県

須﨑 沙織 すざき さおり 東少年バドミントン 茨城県

百瀬 由梨 ももせ ゆり 大井沢バドミントン 茨城県

檀原 亜衣 だんばら あい 大井沢バドミントン 茨城県

黒山 夏海 くろやま なつみ 成沢バドミントン 茨城県

木村 円香 きむら まどか 成沢バドミントン 茨城県

井関 絢未 いせき あやみ 桜川ジュニア 茨城県

片桐 さや香 かたぎり さやか 桜川ジュニア 茨城県

島岡 凜 しまおか りん 青葉ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

伊藤 結衣 いとう ゆい 青葉ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

橋詰 美優 はしづめ みゆ ＮＰ神奈川 神奈川県

松岡 聖 まつおか ひじり ＮＰ神奈川 神奈川県

田村 今晴 たむら ことは ＮＰ神奈川 神奈川県

清瀬 璃子 きよせ りこ ＮＰ神奈川 神奈川県

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

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

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

遠藤 桐 えんどう きり 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

吉田 明永 よしだ めいな 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

丹 琴音 たん ことね 高洲ホープス 千葉県

組山 梨乃 くみやま りの 高洲ホープス 千葉県

菅 光里 すが ひかり 大森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

冨田 希咲 とみた きさ 大森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

大口 瑚乃佳 おおぐち このか 高洲ホープス 千葉県

名取 恋音 なとり このん 高洲ホープス 千葉県
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