
ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
鈴木　啓真 すずき　ひろまさ 桜川Jr.
市村　祐作 いちむら　ゆうさく 桜川Jr.
高橋　慶太 たかはし　けいた 西豊田
高野　祥大 たかの　しょうた 西豊田
加藤　悠雅 かとう　ゆうが 長井バドミントンＪ・Ｓ・Ｃ
遠藤　佑真 えんどう　ゆうま 長井ＪＳＣ
根本　舜生 ねもと　しゅんせい 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ
岡部　翔 おかべ　かける 綾瀬ジュニア

川﨑　航生 かわさき　こうき NP神奈川
公文　翔虎 くもん　しょうご NP神奈川

関戸　浩之介 せきど　こうのすけ Selfish
椎名　倖太郎 しいな　こうたろう Selfish

岡村　陽 おかむら　ひなた 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ
水神　鉄心 みずかみ　てっしん 綾瀬ジュニア
島岡　直輝 しまおか　なおき 青葉ジュニアバドミントンクラブ
雨宮　亨太 あめみや　きょうた 青葉ジュニア
金本　唯吹 かねもと　いぶき 今泉バドミントンスポーツ少年団

杉本　凌太郎 すぎもと　りょうたろう 今泉バドミントン
鈴木　康介 すずき　こうすけ みはらスポーツ少年団
佐藤　空芽 さとう　くうが みはら
増子　遼太 ましこ　りょうた 五代
山田　煌久 やまだ　あきひさ 五代
井上　太嗣 いのうえ　たいし ＪＢＣふちゅう
水口　颯介 みずぐち　さすけ ＪＢＣふちゅう
吉田　智哉 よしだ　ともや 井口ジュニアバドミントンクラブ
舘　陽輝 たち　はるき 井口ジュニア

土橋　侑人 つちはし　ゆうと ＪＢＣふちゅう
水野　太陽 みずの　たいよう ＪＢＣふちゅう
宗像　瞬輝 むなかた　しゅんき 久喜ＡＢＣ
宮内　直翔 みやうち　なおと 久喜ＡＢＣ
土屋　七琉 つちや　なる ビッキーズ

八木澤　秀樹 やぎさわ　ひでき ビッキーズ
木村　一護 きむら　いちご 志木ジュニアバドミントンクラブ
中村　隼也 なかむら　しゅんや 志木ジュニア
笹目　脩徳 ささめ　はるのり 三郷ダックス
永沢　祥吾 ながさわ　しょうご 三郷ダックス
弓削　綾登 ゆげ　あやと 宝木塚ジュニアバドミントンクラブ
佐藤　策太 さとう　さくた 宝木塚ジュニア
石井　大翔 いしい　ひろと ホワイトバーズ
門井　翔 かどい　つばさ ホワイトバーズ

小坂部　瑛太 こさかべ　えいた シャトラーズ深川
齋藤　翔 さいとう　しょう シャトラーズ深川

平野　真咲 ひらの　まさき 宝木塚ジュニアバドミントンクラブ
吉岡　響 よしおか　ひびき 宝木塚ジュニア
谷　刹那 たに　せつな つばめインパクト

廣田　雄太 ひろた　ゆうた つばめインパクト
小林　学人 こばやし　まなと 岩室ジュニアバドミントンクラブ
小平　夢叶 こだいら　ゆめと 岩室ジュニア
廣田　信仁 ひろた　のぶひと つばめインパクト
高桑　大輔 たかくわ　だいすけ つばめインパクト
矢嶋　柚葵 やじま　ゆずき Midori City ジュニアバドミントンクラブ
久保田　俊 くぼた　しゅん ＭＣジュニア
桒原　慎 くわばら　まこと 大泉ＪＢＣ
新井　悠 あらい　ゆう 大泉ＪＢＣ
田村　翼 たむら　つばさ 神明ジュニアバドミントンクラブ

中里　温人 なかざと　はると 神明ジュニア
矢内　慎吾 やない　しんご 市川ジュニアバドミントンクラブ
皿谷　創 さらたに　つくる 市川ジュニア

田代　温大 たしろ　あつひろ 野田中根ジュニア
橋本　賢輝 はしもと　まさき 野田中根

6MD 29 千葉県

6MD 30 千葉県

6MD 27 群馬県

6MD 28 群馬県

6MD 25 新潟県

6MD 26 群馬県

6MD 23 新潟県

6MD 24 新潟県

6MD 21 東京都

6MD 22 東京都

6MD 19 東京都

6MD 20 東京都

6MD 17 埼玉県

6MD 18 埼玉県

6MD 15 埼玉県

6MD 16 埼玉県

6MD 13 富山県

6MD 14 富山県

6MD 11 栃木県

6MD 12 富山県

6MD 9 栃木県

6MD 10 栃木県

6MD 7 神奈川県

6MD 8 神奈川県

6MD 6 神奈川県

6MD 3 山形県

6MD推薦 4 神奈川県

男子6年生以下の部／選手名簿

6MD 1 茨城県

6MD 2 茨城県

6MD 5 神奈川県
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ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
尾込　温人 おごめ　はると 市原ジュニアバドミントンクラブ
牧　颯大 まき　そうた 市原ジュニア
上重　渉 じょうじゅう　わたる 流山ジュニアバドミントンクラブ
上重　響 じょうじゅう　ひびき 流山ジュニア
網谷　翼 あみたに　たすく 船橋ジュニアバドミントンクラブ

川名　星瑠⑤ かわな　せる 船橋ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
鈴木　大翔 すずき　はると 桜川Jr.
中村　陸人 なかむら　りくと 桜川Jr.
樋口　皓大 ひぐち　こた アブレイズ
荒木　智陽 あらき　ともはる アブレイズ
栄永　康作 えいなが　こうさく あけチャレ
穂積　蒼太 ほずみ　そうた あけチャレ
長岡　ほくと ながおか　ほくと 大井沢
田中　飛羽 たなか　ひゅう 大井沢
齋藤　陽太 さいとう はるた ふじかげバドミントンスポーツ少年団
白木　翔琉 しろき かいり ふじかげ
福田　駿平 ふくだ　しゅんぺい Selfish
井渕　史瑛 いぶち　しえい Selfish
志村　倫央 しむら　りお ＦＵＴＡＧＯ　Ｊｒ．
廣部　蒼大 ひろべ　そうだい ＦＵＴＡＧＯ　Ｊｒ．
和川　竜也 わがわ　たつや Selfish
野口　馳矢 のぐち　としや Selfish
柳田　赳澄 やなぎだ　たけきよ 井口ジュニアバドミントンクラブ
長田　勝幸 ながた　かつゆき 井口ジュニア
金道　琉真 かねみち　りゅうま 井口ジュニアバドミントンクラブ
山田　晟生 やまだ　じょう 井口ジュニア
外村　樟太 とむら　しょうた 所沢ジュニアバドミントンクラブ
小澤　直旺 こざわ　なお 所沢ジュニア
椎名　洸介 しいな　こうすけ 三郷ダックス
笹島　悠瑚 ささじま　ゆうご 三郷ダックス
伊藤　一星 いとう　いっせい 久喜ＡＢＣ
福田　幸大 ふくだ　こうだい 久喜ＡＢＣ
樋田　歩 とゆだ　あゆむ 志木ジュニアバドミントンクラブ

中西　海斗 なかにし　かいと 志木ジュニア
味岡　友陽 あじおか　ゆうひ Badminton　Players　Club　仙台
鈴木　奏楽 すずき　そら BPC仙台
下川　璃久 しもかわ　りく 青梅ジュニアバドミントンクラブ
渡邉　悠至 わたなべ　ゆうし 青梅ジュニア

松本　綾太朗 まつもと　りんたろう 宝木塚ジュニアバドミントンクラブ
戸村　光希 とむら　ひかる 宝木塚ジュニア
赤尾　陽向 あかお　ひなた 八王子ジュニアバドミントンクラブ
鈴木　蒼介 すずき　そうすけ 八王子ジュニア
佐々木　有 ささき　ゆう 柏崎ジュニア
市川　逞夢 いちかわ　たくむ 柏崎ジュニア
植木　伸弥 うえき　しんや 柏崎ジュニア
品田　莉希 しなだ　りき 柏崎ジュニア
伊藤　智悠 いとう　ともひさ 豊栄ジュニアバドミントンクラブ
梅川　颯太 うめかわ　そうた 豊栄ジュニア
新村　薩真 しんむら　さつま 市川ジュニアバドミントンクラブ
大澤　夏來 おおさわ　なつき 市川ジュニア
石塚　柚羽 いしづか　ゆう 流山ジュニアバドミントンクラブ
鈴木　悠輔 すずき　ゆうすけ 流山ジュニア

金子　源太朗 かねこ　げんたろう 市川ジュニアバドミントンクラブ
林　祐輝 はやし　ゆうき 市川ジュニア
田口　倫 たぐち　りん 大森ジュニアバドミントンクラブ

安藤　大翔 あんどう　だいと 大森ジュニア
富澤　将斗 とみさわ　まさと 船橋ジュニアバドミントンクラブ
小川　翔亜 おがわ　とあ 船橋ジュニア5MD 26 千葉県

5MD 24 千葉県

5MD 25 千葉県

5MD 22 千葉県

5MD 23 千葉県

5MD 20 新潟県

5MD 21 新潟県

5MD 18 東京都

5MD 19 新潟県

5MD推薦 16 東京都

5MD 17 東京都

5MD 14 埼玉県

5MD推薦 15 宮城県

5MD 12 埼玉県

5MD 13 埼玉県

5MD 10 富山県

5MD 11 埼玉県

5MD 8 神奈川県

5MD 9 富山県

5MD 6 神奈川県

5MD 7 神奈川県

5MD 4 茨城県

5MD 5 山形県

5MD 2 茨城県

5MD 3 茨城県

6MD 33 千葉県

男子5年生以下の部／選手名簿

5MD推薦 1 茨城県

6MD 31 千葉県

6MD 32 千葉県
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ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
藤森　海斗 ふじもり　かいと ハルトノ
坂本　大知 さかもと　だいち ハルトノ
猪瀬　嵩人 いのせ　たかと 西豊田
飯田　大翔 いいだ　ひろと 西豊田
永野　光汰 ながの　こうた NSBC
加川　煌大 かがわ　こうた NSBC
美濃口　暖 みのぐち　はる ハルトノ
向尾　晃樹 むこお　こうき ハルトノ
岩佐　幸延 いわさ　ゆきなが 勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団
笠井　龍牙 かさい　りゅうが 勝沼ジュニア
升　吏斗哉 ます　りとや 法政クラブ
大友　輝真 おおとも　てるま 法政クラブ
髙橋　真生 たかはし　まお ＦＵＴＡＧＯ　Ｊｒ．

小金井　道斗 こがねい　るうと ＦＵＴＡＧＯ　Ｊｒ．
堀川　真暉 ほりかわ　まさき Selfish
宮本　樹 みやもと　いつき Selfish

髙城　羚護 たかぎ　れいご 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ
岩瀬　剛大 いわせ　こうだい 綾瀬ジュニア
鈴木　大我 すずき　たいが 宇都宮ジュニアバドミントン
松下　周叶 まつした　ちかと 宇都宮JB
檜山　誠太 ひやま　せいた 宇都宮中央ジュニア
雫　優心 しずく　ゆうご 宇都宮中央

萩原　駿希 はぎわら　しゅんき 鳩ケ谷ウイングス
高橋　元太 たかはし　げんた 鳩ケ谷ウイングス
坂脇　憲弘 さかわき　のりひろ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
坂脇　聡介 さかわき　そうすけ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
白坂　夏絆 しらさか　なつき 小平ジュニアバドミントンクラブ
堤　恵悟 つつみ　けいご 小平ジュニア

岩佐　幸太郎 いわさ　こうたろう 八王子キッズバトラー
土屋　和志 つちや　かずし 八王子キッズバトラー
玉木　佑弥 たまき　ゆうや たなしMAX Jr.

内田　総一郎 うちだ　そういいちろう たなしMAX Jr.
三木　瑛太 みき　えいた シャトラーズ深川
福成　翔太 ふくなり　しょうた シャトラーズ深川
遠海　佑樹 とうみ　ゆうき つばめインパクト
石原　凌駕 いしはら　りょうが つばめインパクト
勝沼　和弘 かつぬま　ともひろ 栃尾ジュニアバドミントンクラブ
三澤　琥朱 みさわ　こあ 栃尾ジュニア
美濃　龍斗 みの　りゅうと 市川ジュニアバドミントンクラブ
坂本　結翔 さかもと　ゆいと 市川ジュニア
田島　亮太 たじま　りょうた 市原ジュニアバドミントンクラブ
重田　八雲 しげた　やくも 市原ジュニア
李　章郡 り　しょうぐん 市川ジュニアバドミントンクラブ
沼端　蓮 ぬまはた　れん 市川ジュニア

佐々木　玲 ささき　れい ベイヒッターズジュニアバドミントンクラブ
山本　耀彦 やまもと　あきひこ ベイヒッターズ

ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
生井　穂乃果 なまい　ほのか 西豊田

草間　結 くさま　ゆい 西豊田
平田　涼 ひらた　すずか 桜川Jr.
塙　ひなた はなわ　ひなた 桜川Jr.
鈴木　智子 すずき　ともこ ハルトノ
青山　ゆいり あおやま　ゆいり ハルトノ
尾無　文香 おなし　あやか 豊ジュニア

松岡　陽菜乃 まつおか　ひなの 豊ジュニア
田代　咲良 たしろ　さくら 龍ケ崎
伊藤　さくら いとう　さくら 龍ケ崎6WD 5 茨城県

6WD 3 茨城県

6WD 4 茨城県

女子6年生以下の部／選手名簿

6WD推薦 1 茨城県

6WD 2 茨城県

4MD 23 千葉県

4MD 21 千葉県

4MD 22 千葉県

4MD 19 新潟県

4MD 20 千葉県

4MD 17 東京都

4MD 18 新潟県

4MD 15 東京都

4MD 16 東京都

4MD 13 埼玉県

4MD 14 東京都

4MD 11 栃木県

4MD 12 埼玉県

4MD 9 神奈川県

4MD 10 栃木県

4MD 7 神奈川県

4MD 8 神奈川県

4MD 5 山梨県

4MD 6 神奈川県

4MD 3 茨城県

4MD 4 茨城県

男子4年生以下の部／選手名簿

4MD 1 茨城県

4MD 2 茨城県
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ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
佐々木　陽菜 ささき　ひな 矢巾シャトルスポーツ少年団
高橋　愛泉 たかはし　あずみ 矢巾シャトル

原　愛 はら　まなみ 米沢南部ジュニアバドミントンクラブ
齊藤　綾音 さいとう　あやね 米沢南部JBC
江頭　柚風 えがしら　ゆうか NP神奈川
田中　珠聡 たなか　みさと NP神奈川
髙橋　乃愛 たかはし　のあ ＦＵＴＡＧＯ　Ｊｒ．

小金井　愛花 こがねい　あろは ＦＵＴＡＧＯ　Ｊｒ．
大竹　優笑 おおたけ　ゆにか 平塚イーグレット

髙田　奈々実 たかだ　ななみ 平塚イーグレット
川手　ほのか かわで　ほのか 大清水
高野　芽衣 たかの　めい 大清水

檜山　愛里奈 ひやま　えりな 宇都宮中央ジュニア
原　愛実 はら　まなみ 宇都宮中央

荒木　菜那 あらき　なな みはらスポーツ少年団
岡田　志穂 おかだ　しほ みはら
宮下　夏海 みやした　なつみ 西原ジュニアバドミントンクラブ
休場　千紘 やすば　ちひろ 西原JBC
伊東　煌羽 いとう　あげは 宇都宮中央ジュニア
丸山　璃奈 まるやま　りな 宇都宮中央
栁原　絢菜 やなぎはら　あやな 上市バドミントンスクール
森　さくら もり　さくら 上市バドスクール

土田　采来 つちだ　さら 立山ジュニアバドミントンクラブ
田中　里侑 たなか　りゆ 立山ジュニア
八嶋　未來 やしま　みく 久喜ＡＢＣ
森　沙和子 もり　さわこ 久喜ＡＢＣ
高田　沙都 たかだ　さと 三郷ダックス
高田　湖都 たかだ　こと 三郷ダックス
鈴木　七桜 すずき　なお ビッキーズ
内野　結葵 うちの　ゆうき ビッキーズ
村山　沙羅 むらやま　さら 鳩ケ谷ウイングス
大野　稟絢 おおの　りあ 鳩ケ谷ウイングス

山田　希乃夏 やまだ　ののか ＳＧＡ
松木　陽葵 まつき　ひなた ＳＧＡ
千葉　瑠愛 ちば　りゅあ 塩竈ジュニアバドミントンクラブ
平山　陽梨 ひらやま　ひより 塩竈JBC
佐藤　愛佳 さとう　あいか SJCバドミントンクラブ
佐藤　悠果 さとう　はるか SJC
石井　愛莉 いしい　あいり たなしMAX Jr.

阿部　唯愛来 あべ　ゆあら たなしMAX Jr.
松浦　歌音 まつうら　かのん 小平ジュニアバドミントンクラブ

今井　乃愛瑠 いまい　のえる 小平ジュニア
近藤　梨花 こんどう　りんか 旭工芸ジュニアバドミントンクラブ
吉田　絢香 よしだ　あやか 旭工芸ジュニア
坂井　涼風 さかい　すずか 柏崎ジュニア

内田　理音来 うちだ　りおな 柏崎ジュニア
渡邊　藍椰 わたなべ　あいな しばたシャトルモンキー
青山　千夏 あおやま　ちか ＳＳモンキー
窪田  璃子 くぼた  りこ 宮郷ジュニアバドミントン
石田  桜夢 いしだ  みゆ 宮郷Jr.
権田　悠奈 ごんだ　ゆな 大泉ＪＢＣ
澤田　玲乃 さわだ　れの 大泉ＪＢＣ
須永　萌愛 すなが　もえ 大泉ＪＢＣ

石倉　樹莉菜 いしくら　じゅりな 大泉ＪＢＣ
戸部　碧月 とべ　あおい 流山ジュニアバドミントンクラブ
眞鍋　杏 まなべ　あんず 流山ジュニア
佐藤　杏 さとう　あん 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ

菅原　柚花 すがわら　ゆずか 鎌ケ谷ジュニア
山﨑　ひかる やまざき　ひかる 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
藤本　花珠 ふじもと　かじゅ 鎌ケ谷ジュニア
鈴木　結 すずき　ゆい 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ

湯川　真帆 ゆかわ　まほ 鎌ケ谷ジュニア

6WD 35 千葉県

6WD 36 千葉県

6WD 33 千葉県

6WD 34 千葉県

6WD 31 群馬県

6WD 32 群馬県

6WD 29 新潟県

6WD 30 群馬県

6WD 27 東京都

6WD 28 新潟県

6WD 25 東京都

6WD 26 東京都

6WD 23 宮城県

6WD 24 宮城県

6WD 21 埼玉県

6WD 22 埼玉県

6WD 19 埼玉県

6WD 20 埼玉県

6WD 17 富山県

6WD推薦 18 埼玉県

6WD 15 栃木県

6WD 16 富山県

6WD 13 栃木県

6WD 14 栃木県

6WD 11 神奈川県

6WD 12 栃木県

6WD 9 神奈川県

6WD 10 神奈川県

6WD 7 山形県

6WD 8 神奈川県

6WD 6 岩手県

- 24 -



ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
磯　佑衣奈 いそ　ゆいな 桜川Jr.
高松　香音 たかまつ　かのん 桜川Jr.
小林　瑚子 こばやし　ここ アブレイズ
大塚　梨愛 おおつか　りあ アブレイズ
草間　愛実 くさま　あみ 東少年
大関　琉愛 おおぜき　るな 東少年
小野　彩 おの　あや ハルトノ

久下　三花 くげ　みか ハルトノ
加茂　有結里 かも　あゆり 勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団
越智　絢香 おち　あやか 勝沼ジュニア
髙橋　心 たかはし ここ 米沢南部ジュニアバドミントンクラブ

中野　結愛 なかの ゆりあ 米沢南部JBC
佐藤　乃亜 さとう　のあ 片平ブレイヴ
葛城　杏里 かつらぎ　あんり 片平ブレイヴ
田口　美羽 たぐち みはね NP神奈川
浜崎　莉愛 はまさき れな NP神奈川
大澤　悠里 おおさわ　ゆり 大清水
高野　真衣 たかの　まい 大清水
関　颯華 せき　そよか 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ

岡村　優希美 おかむら　ゆきみ 綾瀬ジュニア
瀬野　ひばり せの　ひばり プライド ジュニア
永藤　輝音 ながふじ　りおん プライドJr.
市川　侑佳 いちかわ　ゆか 宇大附属小バドミントン部
川上　玲来 かわかみ　れいら 宇大附属
麻生　梨央 あそう　りお 富山和合バドミントンクラブ
谷　心結 たに　みゆう 富山和合
廣田　雅 ひろた　みやび 堀川南ジュニアバドミントンクラブ

横山　奈美 よこやま　なみ 堀川南ジュニア
白鳥　玲菜 しらとり　れいな 春日部白翔
松﨑　玲奈 まつざき　れな 春日部白翔
佐藤　空菜 さとう　そらな アドバンス
千田　美尋 ちだ　みひろ アドバンス
沼田　唯李 ぬまた　ゆい 所沢ジュニアバドミントンクラブ
伊東　陽南 いとう　はるな 所沢ジュニア
細谷　乃愛 ほそや　のあ 所沢ジュニアバドミントンクラブ
山本　理紗 やまもと　りさ 所沢ジュニア
今村　柊香 いまむら　しゅうか 宝木塚ジュニアバドミントンクラブ
広瀬　紗麗 ひろせ　さら 宝木塚ジュニア
酒井　玲菜 さかい　れな 調布ジュニアバドミントンクラブ
高木　杏 たかぎ　あん 調布ジュニア

田中　四葉 たなか　よつば 渋谷ジュニアバドミントンクラブ
東　里桜 あずま　りお 渋谷ジュニア
佐藤　玲 さとう　れい 阿賀野ジュニア

渡辺　暖花 わたなべ　ほのか 阿賀野ジュニア
成田　琉空 なりた　るあ しばたシャトルモンキー
水澤　芽生 みずさわ　めい ＳＳモンキー
新井　真菜 あらい　まな 大泉ＪＢＣ
山本　佑月 やまもと　ゆづき 大泉ＪＢＣ
佐藤　里菜 さとう　りな 高洲ホープス
新井　里奈 あらい　りな 高洲ホープス
関　まなる せき　まなる 大森ジュニアバドミントンクラブ
富永　万結 とみなが　まゆ 大森ジュニア
遠藤　紗 えんどう　すず 市原ジュニアバドミントンクラブ

佐藤　羽琉 さとう　はる 市原ジュニア
岡澤　那菜 おかざわ　なな 香取ジュニアバドミントンクラブ
香取　つばさ かとり　つばさ 香取ジュニア
宇佐美　香子 うさみ　きょうこ 大森ジュニアバドミントンクラブ
松浦　由佳 まつうら　ゆか 大森ジュニア

石橋　凜々花 いしばし　りりか 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ
佐久間　凛音 さくま　りおん 松戸六実ジュニア
屋代 咲季 やしろさき 高洲ホープス
佐藤アクア さとうあくあ 高洲ホープス

5WD 30 千葉県

5WD 31 千葉県

5WD 28 千葉県

5WD 29 千葉県

5WD 26 千葉県

5WD 27 千葉県

5WD 24 群馬県

5WD 25 千葉県

５WD推薦 22 新潟県

5WD 23 新潟県

5WD 20 東京都

5WD 21 東京都

5WD 18 埼玉県

5WD 19 東京都

5WD 16 埼玉県

5WD 17 埼玉県

5WD 14 富山県

5WD 15 埼玉県

5WD 12 栃木県

5WD 13 富山県

5WD 10 神奈川県

5WD 11 栃木県

5WD 8 神奈川県

5WD 9 神奈川県

5WD 6 山形県

5WD 7 神奈川県

5WD 4 茨城県

5WD 5 山梨県

5WD 2 茨城県

5WD 3 茨城県

女子5年生以下の部／選手名簿

5WD 1 茨城県
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ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
中村　羽奈 なかむら　はな ハルトノ
青山　ひかり あおやま　ひかり ハルトノ
古澤　彩乃 ふるさわ　あやの 西豊田
木瀬　颯希 きせ　さつき 西豊田
萩原　絢菜 はぎわら　あやな 恋南
田上　愛羽 たがみ　あいう 恋南
金沢　葵衣 かなざわ　あおい 成沢バド
栗田　千生 くりた　ちい 成沢バド
藤井　杏吏 ふじい　あんり 鰍沢バドミントンスポーツ少年団
田上　夕莉 たがみ　ゆうり 鰍沢スポ少
田中　美月 たなか　みつき 三条クラークJr.
竿田　風奏 さおだ　ふうか 三条クラークJr.
津﨑　帆乃 つざき　ほの 有馬こども会バドミントン部
森崎　葉名 もりさき　はな 有馬こども会
星野　結衣 ほしの　ゆい NP神奈川
高瀬　可菜 たかせ　かな NP神奈川
阿部　美鈴 あべ　みすず プライド ジュニア
古谷　紗菜 ふるや　さな プライドJr.
藤田　空音 ふじた　そらね 足利レジェンス
古河　小春 ふるかわ　こはる 足利レジェンス

小川　夕里花 おがわ　ゆりか 春日部白翔
関根　菜乃 せきね　なの 春日部白翔
澤海瑛里 そうみえり 鳩ケ谷ウイングス
村山　星羅 むらやま　せら 鳩ケ谷ウイングス
栗原　夢芽 くりはら　ゆめ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
橋爪　藍莉 はしづめ　あいり 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ
池谷　美紅 いけや　みく 所沢ジュニアバドミントンクラブ
田沢　めいな たざわ　めいな 所沢ジュニア
加藤　あおい かとう　あおい Badminton　Players　Club　仙台
鈴木　希々愛 すずき　ののあ ＢＰＣ仙台
渡邉　杏梨 わたなべ　あんり 青梅ジュニアバドミントンクラブ
薗田　優奈 そのだ　ゆうな 青梅ジュニア
佐藤　つきみ さとう　つきみ 渋谷ジュニアバドミントンクラブ
金澤　優咲 かなざわ　ゆさ 渋谷ジュニア
高橋　結衣 たかはし　ゆい 町田ジュニアバドミントンクラブ

光永　理央菜 みつなが　りおな 町田ジュニア
佐藤　帆志乃 さとう　ほしの 宝木塚ジュニアバドミントンクラブ
村山　陽香 むらやま　はるか 宝木塚ジュニア
本間　胡桃 ほんま　くるみ 神山ジュニアバドミントンクラブ
丸山　りさ まるやま　りさ 神山ジュニア

橋本　柚希 はしもと　ゆき　 白根エンゼルス
橋本　紗希 はしもと　さき　 白根エンゼルス
権田　美奈 ごんだ　みな 大泉ＪＢＣ
石黒　郁美 いしぐろ　いくみ 大泉ＪＢＣ
齊郷　友花 さいごう　ゆはな ベイヒッターズジュニアバドミントンクラブ

三代川　由奈 みよかわ　ゆな ベイヒッターズ
山﨑　ちはる やまざき　ちはる 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
藤本　來花 ふじもと　らいか 鎌ケ谷ジュニア
川﨑　羽 かわさき　つばさ ベイヒッターズジュニアバドミントンクラブ

富永　結衣華 とみなが　ゆいか ベイヒッターズ
林　優月 はやし　ゆずき 市川ジュニアバドミントンクラブ

坂本　寧音 さかもと　ねね 市川ジュニア

4WD 25 千葉県

4WD 26 千葉県

4WD 23 千葉県

4WD 24 千葉県

4WD 21 新潟県

4WD 22 群馬県

4WD 19 東京都

4WD 20 新潟県

4WD 17 東京都

4WD 18 東京都

4WD 15 宮城県

4WD 16 東京都

4WD 13 埼玉県

4WD 14 埼玉県

4WD 11 埼玉県

4WD 12 埼玉県

4WD 9 栃木県

4WD 10 栃木県

4WD 7 神奈川県

4WD 8 神奈川県

4WD 5 山梨県

4WD 6 神奈川県

4WD 3 茨城県

4WD 4 茨城県

女子4年生以下の部／選手名簿

4WD 1 茨城県

4WD 2 茨城県
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