
No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

玉手 翔 たまて かける

広岡 朋 ひろおか とも

広岡 宙 ひろおか そら

広岡 悠 ひろおか はる

佐藤 直紀 さとう なおき

小林 隼人 こばやし はやと

柴宮 颯 しばみや そう

藁谷 晃斗 わらがい あきと

栄永 健伸 えいなが けんしん

清水 玲 しみず れい

山口 紘輝 やまぐち こうき

百瀬 友翔 ももせ ゆうと

松岡 駿斗 まつおか はやと

平田 暖陽 ひらた はるひ

中條 颯汰 ちゅうじょう そうた

廣瀬 礼桜 ひろせ れお

白田 圭人 しらた けいと

遠井 嵩玄 とおい たかはる

田山 瑛士 たやま あきと

北島 大輝 きたじま だいき

山岡 陸歩 やまおか ときほ

千葉 太一 ちば たいち

清野 徹平 せいの てっぺい

横沢 颯人 よこさわ ふうと

井口 颯人 いぐち そうと

大野 圭 おおの けい

水村 健人 みずむら けんと

福井 大翔 ふくい やまと

鴛海 健 おしうみ たける

佐藤 憲蔵 さとう けんぞう

青木 洸明 あおき こうめい

篠原 仙一 しのはら せんいち

小沼 孝次 こぬま こうじ

関根 翔太 せきね しょうた

田代 陸人 たしろ りくと

阿部 朔弥 あべ さくみ

渡辺 匠海 わたなべ たくみ

小島 翔 こじま しょう

瀨戸 聡太 せと そうた

銘苅 逸希 めいかり いつき

野田 侑聖 のだ ゆうせい

矢島 泰雄 やじま やすお

山腰 悠太 やまこし ゆうた

石﨑 太一 いしざき たいち

男子6年生以下の部／選手名簿 -1

山形県

福岡県

福島県

群馬県

東京都

栃木県

埼玉県

茨城県

岐阜県

横倉ジュニアバドミントン

宝木塚ジュニア

ＮＰ神奈川

みはらスポーツ文化少年団

宇都宮ジュニアバドミントンスポーツ少年団

青梅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

大山バドミントンスポ少

神明ジュニアバドミントンクラブ

G-egg club

明野ちびっこバドミントンクラブ

蓮田サウスシャトラーズ

久喜ABC

志木ジュニアバドミントンクラブ

羽島クラブ

海老津ジュニア

20

串川育成会

2

1

1

4

1

1

3

2

1

3

1

1

推

7

21

16

17

1

2

13

15

10

3

4

5

11

6

12

神奈川県

3

18

19
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9

2

14

22

横倉ジュニアバドミントン

蓮田サウスシャトラーズ

汲沢バドミントンクラブ

2

1

1

2

2

3

大井沢バドミントンスポーツ少年団

1

8

豊ジュニアバドミントン

第9回関東小学生オープンダブルス大会

宮城県



No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

村上 港 むらかみ みなと

大西 悠斗 おおにし ゆうと

内藤 優真 ないとう ゆうま

平尾 遼芽 ひらお りょうが

佐藤 颯一郎 さとう そういちろう

木村 輝星 きむら あきと

古賀 聖人 こが まさと

時田 直幸 ときた なおゆき

鈴木 柚人 すずき ゆうと

村上 士竜 むらかみ しりゅう

No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

渡部 凜 わたなべ りん

遠藤 奨 えんどう しょう

菅野 夏央 かんの なお

菊地 直仁 きくち なおと

山嵜 陽斗 やまざき はると

鶴田 遥大 つるた はると

大徳 航治郎 だいとく こうじろう

青木 優斗 あおき ゆうと

塚本 直史 つかもと なおふみ

久松 陸 ひさまつ りく

今泉 宏樹 いまいずみ こうき

北川 雄大 きたがわ ゆうだい

川崎 聖也 かわさき せいや

岡崎 詩 おかざき うた

野口 駿平 のぐち しゅんぺい

柳川 瑠生 やながわ るい

倉ケ﨑 遼 くらがさき りょう

堤 誠矢 つつみ せいや

馬場 慶太 ばば けいた

江口 幸輝 えぐち こうき

小見山 惺也 こみやま せいや

小見山 陽登 こみやま はると

田中 一基 たなか かずき

井上 大馳 いのうえ だいち

男子5年生以下の部／選手名簿 -1

千葉県

第9回関東小学生オープンダブルス大会

神奈川県

埼玉県

茨城県

ナイスショットバドミントンクラブ

栃木県

ハルトノクラブ

東京都

2

1

推

岩手県

野田中根ジュニア

流山ジュニアバドミントンクラブ

若草ジュニアバドミントンクラブ

大清水

えさしｶﾞﾝﾊﾞｰ‘S

みはらスポーツ文化少年団

えさしｶﾞﾝﾊﾞｰ‘S

1

2

1

1

市川ジュニアバドミントンクラブ

シャトル桜木

小平ジュニアバドミントンクラブ

市川ジュニアバドミントンクラブ

1

1 たなしＭＡＸＪｒ.

大清水

じゃパンダジュニア

吉原

11
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7 1

3

12

2

10

8

9

4

5

6

2

3

男子6年生以下の部／選手名簿 -2
第9回関東小学生オープンダブルス大会

1

24

25

27

26

5

3

4

2

2

23



No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

寺内 涼 てらうち りょう

冨田 颯之介 とみた りゅうのすけ

大八木 奏柊 おおやぎ かなで

秋本 啓太 あきもと けいた

井上 拓翔 いのうえ たくと

森 颯大 もり さつき

伊藤 凰翔 いとう おうが

永柄 豪 ながえ ごう

黒崎 幹大 くろさき かんた

三井田 卓斗 みいだ たくと

No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

佐藤 愛翔 さとう よしと

佐藤 隼士 さとう はやと

小峯 泰成 こみね たいせい

三木 颯斗 みき はやと

美濃口 舜 みのぐち しゅん

高野 賢斗 たかの けんと

山嵜 耀介 やまざき ようすけ

谷川 晃大 たにかわ こうた

深谷 遼太 ふかや りょうた

天田 葵 あまだ あおい

廣瀬 海翔 ひろせ かいと

堀 燈矢 ほり とうや

佐瀬 龍之介 させ りゅうのすけ

原 蓮太朗 はら れんたろう

池上 義康 いけがみ よしやす

木村 一護 きむら いちご

大澤 琉生 おおさわ りゅうせい

大出 悠 おおいで ゆうと

鈴木 泰芽 すずき たいが

福島 幸輝 ふくしま こうき

新藤 幸太郎 しんどう こうたろう

田代 隼也 たしろ しゅんや

根本 舜生 ねもと しゅんせい

荒瀬 尊翔 あらせ たかと

松岡 倖成 まつおか こうせい

川﨑 航生 かわさき こうき

四宮 悠貴 しのみや はるき

関戸 浩之介 せきど こうのすけ
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男子4年生以下の部／選手名簿 -1

千葉県

第9回関東小学生オープンダブルス大会
男子5年生以下の部／選手名簿 -2

第9回関東小学生オープンダブルス大会

9

2

3

1 スリーセブンＪｒ

船橋ジュニアバドミントンクラブ

市原ジュニアバドミントンクラブ

416

14

6

12

3

2

群馬県

神奈川県

横浜白山バドミントンスポーツ少年団

栃木県

愛川ジュニアバドミントンクラブ

本庄シャトルスター

埼玉県

13

志木ジュニアバドミントンクラブ8

11

17

1

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

ハルトノクラブ

大山バドミントンスポ少

豊ジュニアバドミントン3

流山ジュニアバドミントンクラブ

2

1

14

15

13

高洲ホープス

1

1

1

2

3

4

11

5 4

2

1

前橋東バドミントンクラブ

汲沢バドミントンクラブ

4

7

ＮＰ神奈川

東京都10

茨城県

山形県

たなしＭＡＸＪｒ.

5

みはらスポーツ文化少年団



No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

田端 朝晃 たばた あさひ

新村 薩真 しんむら さつま

遠藤 恵大 えんどう けいた

寺山 涼太 てらやま りょうた

鈴木 竣 すずき しゅん

武内 崇隼 たけうち たかとし

小林 晴葵 こばやし はるき

石川 諒介 いしかわ りょうすけ

尾座元 琉偉 おざもと るい

小林 諒 こばやし りょう
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千葉県

5

1

16

17

19

2

3

4

市原ジュニアバドミントンクラブ

第9回関東小学生オープンダブルス大会
男子4年生以下の部／選手名簿 -2

18

15 市川ジュニアバドミントンクラブ

スリーセブンＪｒ

柏南部ジュニアバドミントンクラブ

スリーセブンＪｒ



No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

川村 真央 かわむら まひろ

渡邉 海羽 わたなべ みわ

岩佐 姫若 いわさ ひより

安藤 夢望 あんどう のぞみ

高橋 花菜 たかはし はな

太田 麻夢 おおた まゆ

須﨑 沙織 すざき さおり

草間 優衣 くさま ゆい

中島 詩帆実 なかじま しほみ

飯田 愛耶 いいだ あや

井関 絢未 いせき あやみ

菊池 なつ きくち なつみ

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

鹿沼 万由子 かぬま まゆこ

原 菜那子 はら ななこ

小島 紗希 こじま さき

渡邊 美結 わたなべ みゆ

松岡 美歩 まつおか みほ

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

門倉 菜月 かどくら なつき

関口 彩 せきぐち いろは

岩西 真那 いわにし まな

藤田 美咲 ふじた みさき

小野寺 瞳 おのでら ひとみ

小坂 陽向 おさか ひなた

橋詰 美優 はしづめ みゆ

清瀬 璃子 きよせ りこ

田中 子嘉 たなか しいか

鎌倉 梨乃 かまくら りの

荒瀬 翠栞 あらせ みかん

根本 瀬凪 ねもと せな

松本 結花 まつもと ゆうか

大澤 実紅 おおさわ みく

千北 梨花子 ちきた りかこ

今村 涼 いまむら すず
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女子6年生以下の部／選手名簿 -1

5

桜川Jr.バドミントンクラブ

4 1 東少年バドミントン

第9回関東小学生オープンダブルス大会

2 1 横倉ジュニアバドミントン

茨城県

15 4 小川ドリーム

宮城県

3 2 横倉ジュニアバドミントン

2 取手ジュニアバドミントンクラブ

3

8 2 笠懸ジュニアバドミントンクラブ

埼玉県

13 2 蓮田サウスシャトラーズ

14 3 所沢ジュニア

トータスクラブ

20 3

1 1 矢沢ジュニア

12 1 SGA

6

21 4 大清水

岩手県

18 1 ＮＰ神奈川

神奈川県

19 2

東京都

17 2 調布ジュニア

16

福岡県

10 4 神明ジュニアバドミントンクラブ

22 推 荘島クラブ

1 Team clover

横浜白山バドミントンスポーツ少年団

11 5 前橋東バドミントンクラブ

群馬県

7 1 前橋東バドミントンクラブ

9 3 笠懸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

岡本 萌奈未 おかもと もなみ

竹澤 みなみ たけざわ みなみ

赤澤 涼華 あかざわ すずか

遠藤 桐 えんどう きり

丹 琴音 たん ことね

組山 梨乃 くみやま りの

岡田 綾菜 おかだ あやな

園田 あやな そのだ あやな

鈴木 さくら すずき さくら

岡村 実咲 おかむら みさき

石毛 美羽 いしげ みう

古西 萌々夏 こにし ももか

新村 美月 しんむら みづき

佐久間 琴未 さくま ことみ

名取 恋音 なとり このん

大口 瑚乃佳 おおぐち このか

No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

小沼 鈴奈 おぬま すずな

岡野 優 おかの ゆう

永松 未侑 ながまつ みゆ

片桐 さや香 かたぎり さやか

仁田 深月 にた みづき

深谷 真菜 ふかや まな

鈴木 麗美 すずき うるみ

羽鳥 真由 はとり まゆ

櫻井 優香 さくらい ゆうか

湯本 凜音 ゆもと りのん

加賀谷 弥来 かがや みらい

榎本 紗楓 えのもと さやか

萩原 紗月 はぎわら さつき

高橋 妃菜花 たかはし ひなか

名取 陽菜多 なとり ひなた

菅原 玲 すがわら れい

上田 夢姫 うえだ みひめ

大松 愛梨 おおまつ あいり
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第9回関東小学生オープンダブルス大会
女子5年生以下の部／選手名簿 -1

5 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ

28 6 成田ジュニアバドミントンクラブ

29 7 市川ジュニアバドミントンクラブ

30 8 高洲ホープス

千葉県

27

市原ジュニアバドミントンクラブ

25 3 高洲ホープス

女子6年生以下の部／選手名簿 -2

26 4 シャトル桜木

23 1 川間ジュニアバドミントンクラブ

24 2

第9回関東小学生オープンダブルス大会

1 1 東少年バドミントン

茨城県

2 2 桜川Jr.バドミントンクラブ

3 3 ナイスショットバドミントンクラブ

4 4 東少年バドミントン

5 1 志木ジュニアバドミントンクラブ

埼玉県6 2 蓮田サウスシャトラーズ

7 推 鳩ヶ谷ウイングス

東京都

9 2 調布ジュニア

8 1 調布ジュニア



No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

末上 夏美 すえかみ なつみ

原 葵唯 はら あおい

佐野 百恵花 さの もえか

桜井 紗菜 さくらい さな

中嶋 花帆 なかじま かほ

三田地 夏歩 みたち かほ

篠原 瑠奈 しのはら るな

寺山 ほのか てらやま ほのか

藤田 希瑠々 ふじた きらら

木村 綺音 きむら あやね

南 莉緒 みなみ りお

亀山 莉緒 かめやま りお

三橋 葵香 みつはし あいか

尾座元 彩羽 おざもと いろは

黒川 かなえ くろかわ かなえ

新留 陽凪 にいどめ はるな

No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

森 眞帆 もり まほ

長山 実央 ながやま みお

青木 優羽 あおき ゆう

平田 涼 ひらた すずか

木村 風香 きむら ふうか

坂本 愛依 さかもと めい

山本 ゆら やまもと ゆら

立山 萌菜 たてやま めいな

白井 陽向 しらい ひなた

遠井 更紗 とおい さらさ

野澤 麻耶 のざわ まや

早野 亜依音 やの あいね

垣内 杏南 かいとう あんな

石川 里琴 いしかわ りこ

阿部 果凛 あべ かりん

河村 実里 かわむら みり

土屋 明莉 つちや あかり

近藤 梨花 こんどう りんか

玉木 亜弥 たまき あや

石川 乃乃葉 いしかわ ここな

白坂 瑠璃 しらさか るり

山下 恵依 やました えい
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第9回関東小学生オープンダブルス大会
女子4年生以下の部／選手名簿 -1

千葉県

10 1 串川育成会

神奈川県

11 2 三条クラークJr.

女子5年生以下の部／選手名簿 -2
第9回関東小学生オープンダブルス大会

12 1 市原ジュニアバドミントンクラブ

13 2 市原ジュニアバドミントンクラブ

14 3 野田中根ジュニア

15 4 高洲ホープス

16 5 スリーセブンＪｒ

17 6 シャトル桜木

2 1 桜川Jr.バドミントンクラブ

茨城県3 2 ハルトノクラブ

4 3 成沢バドミントンスポーツ少年団

7 1 所沢ジュニア

5 1 宇都宮ジュニアバドミントンスポーツ少年団

埼玉県

8 2 志木ジュニアバドミントンクラブ

1 1 赤崎シャトルズスポーツ少年団 岩手県

栃木県

6 2 宇都宮ジュニアバドミントンスポーツ少年団

9 1 宝木塚ジュニア

東京都10 2 たなしＭＡＸＪr.

11 3 小平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

田中 美衣 たなか みい

田中 珠聡 たなか みさと

江頭 柚風 えがしら ゆうか

野村 怜菜 のむら れな

鈴木 あいり すずき あいり

中野 真里 なかの まなり

吉田 明永 よしだ めいな

保谷 芽依 ほうや めい

砂川 温香 すなかわ のどか

眞鍋 柚 まなべ ゆず

丹 佑月 たん ゆづき

白石 琴乃 しらいし ことの

岩井 理香 いわい りか

鶴賀谷 結衣 つるがや ゆい

白川 菜結 しらかわ なゆ

安井 葵 やすい あおい
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12 1 羽飛

神奈川県

13 2 ＮＰ神奈川

14 1 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ

15 2 市原ジュニアバドミントンクラブ

16 3 流山ジュニアバドミントンクラブ

17 4 高洲ホープス

18 5 シャトル桜木

19 6 大森ジュニアバドミントンクラブ


