
No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

髙橋　未成 たかはし　みな

沼田　智咲 ぬまた　ちさき

八角　真帆 やすみ　まほ

小森　百華 こもり　ももか

秋庭　夢来 あきば　みらい

河野　唯織 こうの　いおり

中村　美紅 なかむら　みく

正木　媛乃 まさき　ひめの

谷川　莉奈 たにかわ　りな

仁田　麻登香 にた　まどか

熊澤　はるも くまざわ　はるも

秋山　莉子 あきやま　りこ

佐川　未羽 さがわ　みう

谷川　萌愛 たにがわ　もあ

石橋　結子 いしばし　ゆうこ

古茂田　倭子 こもだ　わこ

國領　咲希 こくりょう　さき

田中　珠鈴 たなか　じゅり

原　楓 はら　かえで

菊地原　恋呂 きくちはら　こころ

進藤　英 しんどう　はな

茶圓　春花 ちゃえん　はるか

安田　茉柚 やすだ　まゆ

林　李華 はやし　ももか

石井　なつみ いしい　なつみ

福田　紗奈 ふくだ　さな

髙橋　美月 たかはし　みづき

田﨑　恵里子 たさき　えりこ

大野　華穂 おおの　かほ

髙野　有理 たかの　あさと

堀　珠菜 ほり　じゅな

今泉　咲夢 いまいずみ　さくら

白井　琴羽 しらい　ことは

小林　祐希 こばやし　ゆうき

辻　結真 つじ　ゆま

木山　琉聖 きやま　るい

高木　咲枝 たかぎ　さえ

安藤　奈央 あんどう　なお

郡楽　真依 ぐんらく　まい

大宮　叶子 おおみや　かなこ

富塚　蘭 とみづか　らん

岡部　瑠夏 おかべるな

原　萌子 はら　もえこ

近藤　ななみ こんどう　ななみ

吉田　葵 よしだ　あおい

千本木　悠佳 せんぼんぎ　はるか

長嶋　穂希 ながしま　ほまれ

関口　かのん せきぐち　かのん

中野　円佳 なかの　まどか

高橋　茉優 たかはし　まゆ

猪口　那奈 いのぐち　なな

岡本　萌奈未 おかもと　もなみ
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女子6年生以下の部／選手名簿

川間ジュニア

25 2 鎌ヶ谷ジュニア

横浜白山バドミントンスポーツ少年団

羽飛（はねとび）

串川育成会
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大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団
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名簿の順は、申し込み順です。
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埼玉県

4

所沢ジュニア

蓮田サウスシャトラーズ

鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ

蓮田サウスシャトラーズ

9
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ナイスショットバドミントンクラブ

ナイスショットバドミントンクラブ

東少年バドミントン

たなしＭＡＸジュニア

茨城県

成沢バドミントン

TEAM ISHIBA JAPAN

青梅ジュニアバドミントンクラブ

栃木県

みはら文化スポーツ少年団

宇都宮ジュニアバドミントン

宇都宮中央ジュニア

宇大附属小バドミントン部

神奈川県

町田ジュニアバドミントンクラブ

東京都

市原ジュニア

群馬県

相生ジュニアバドミントンクラブ

前橋東バドミントンクラブ



No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

飛川　遥 とびかわ　はるか

近藤　泉 こんどう　いずみ

黒須　愛唯 くろす　めい

鈴木　莉香 すずき　りこ

齋藤　瑚雪 さいとう　こゆき

遠藤　桐 えんどう　きり

冨田　梨未 とみた　りみ

白川　遥菜 しらかわ　はるな

杉山　凜 すぎやま　りん

胡桃　良菜 くるみ　らな
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千葉県

松戸六実ジュニア

大森ジュニア

市原ジュニア

流山ジュニア

31

推

27 4
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川間ジュニア

推

29 推

30 推
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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

渡邊　美結 わたなべ　みゆう

加賀谷　弥来 かがや　みらい

池田　心 いけだ　しん

中根　明日香 なかね　あすか

垣内　由莉愛 かいとう　ゆりあ

鶴田　彩乃 つるた　あやの

妹尾　真花 せのお　まなか

須崎　沙織 すざき　さおり

草間　優衣 くさま　ゆい

後藤　咲々 ごとう　ささ

谷川　夢奈 たにがわ　ゆな

久下　百花 くげ　ももか

檀原　亜衣 だんばら　あい

橋詰　美優 はしづめ　みゆ

清瀬　璃子 きよせ　りこ

荒瀬　翠栞 あらせ　みかん

根本　瀬凪 ねもと　せな

田中　舞緒 たなか　まお

野村　優那 のむら　ゆな

和光　綾香 わこう　あやか

皆川　茉綾 みながわ　まや

小坂　陽向 こさか　ひなた

小野寺　瞳 おのでら　ひとみ

軽部　愛結葉 かるべ　あゆは

星　茜音 ほし　あかね

岩西　真那 いわにし　まな

藤田　美咲 ふじた　みさき

山口　菜摘 やまぐち　なつみ

近藤　ももな こんどう　ももな

谷田部　陽菜 やたべ　ひな

今井　颯姫 いまい　さつき

木村　安寿 きむら　あんじゅ

高野　舞 たかの　まい

柏瀬　倫佳 かしわせ　りんか

柏瀬　百音 かしわせ　ももね

林　咲空 はやし　さくら

赤澤　涼華 あかざわ　すずか

丹　琴音 たん　ことね

組山　梨乃 くみやま　りの

岡村　実咲 おかむら　みさき

鈴木　さくら すずき　さくら

渡辺　七海 わたなべ　ななみ

柴崎　愛花 しばさき　まなか

伊藤　耀子 いとう　てるこ

鈴木　凜 すずき　りん

名取　恋音 なとり　このん

大口　瑚乃佳 おおぐち　このか

古西　萌々夏 こにし　ももか

石毛　美羽 いしげ　みう
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ＳＧＡ

ＮＰ神奈川

横浜白山バドミントンスポーツ少年団

Team Clover

市原ジュニア

松戸六実ジュニア

鎌ヶ谷ジュニア

高洲ホープス

三郷ダックス

所沢ジュニア

蓮田サウスシャトラーズ

住吉ジュニアバドミントンクラブ

東京都

小平ジュニアバドミントンクラブ

小平ジュニアバドミントンクラブ

東少年バドミントン

東少年バドミントン

大井沢バドミントンクラブ

調布ジュニアバドミントンクラブ

群馬県

前橋東バドミントンクラブ

笠懸ジュニアバドミントンクラブ

笠懸ジュニアバドミントンクラブ

神明ジュニアバドミントンクラブ



No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

山北　奈緒 やまきた　なお

山北　眞緒 やまきた　まお

湯本　凜音 ゆもと　りのん

櫻井　優香 さくらい　ゆうか

宮城　青空 みやぎ　せいら

清原　彩月 きよはら　さつき

小沼　鈴奈 おぬま　すずな

岡野　優 おかの　ゆう

神山　葵 こうやま　あおい

伊藤　ののか いとう　ののか

深谷　真菜 ふかや　まな

仁田　深月 にた　みづき

末上　夏美 すえかみ　なつみ

原　葵唯 はら　あおい

橋村　羽奏 はしむら　わかな

高野　来蒔 たかの　こまき

田島　楓 たじま　かえで 小平ジュニアバドミントンクラブ

竹内　遥香 たけうち　はるか

上田　夢姫 うえだ　みひめ 調布ジュニアバドミントンクラブ

大松　愛莉 おおまつ　あいり

名取　陽菜多 なとり　ひなた 調布ジュニアバドミントンクラブ

菅原　玲 すがわら　れい

三田地　夏歩 みたち　かほ

中嶋　花帆 なかじま　かほ

篠原　瑠奈 しのはら　るな

吉田　明永 よしだ　めいな

中野　真里 なかの　まなり

鈴木　あいり すずき　あいり

中村　心音 なかむら　ここね

高田　かおり たかだ　かおり

藤田　希瑠々 ふじた　きらら

木村　綺音 きむら　あやね

冨田　希咲 とみた　きさ

白川　菜結 しらかわ　なゆ
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千葉県
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志木ジュニア

三郷ダックス

鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ

東京都

Progress　Jr.

鎌ヶ谷ジュニア

市原ジュニア

市原ジュニア

茨城県

神奈川県

ハルトノバドミントンクラブ

串川育成会

ナイスショットバドミントンクラブ

東少年バドミントン


