
ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
尾込　温人 おごめ　はると
尾込　幸子 おごめ　さちこ
牧　颯大 まき　そうた
牧　裕康 まき　ひろやす

中村　紗夜 なかむら　さや
村瀬　拳 むらせ　けん

野村　昊佑 のむら　こうすけ
野村　和弘 のむら　かずひろ
小島　夕菜 こじま　ゆうな
吉野　二郎 よしの　じろう
皿谷　創 さらたに　つくる
皿谷　武 さらたに　たけし

鈴木　裕也 すずき　ゆうや
鈴木　慎也 すずき　しんや
宮田　凪菜 みやた　なな
宮田　敬 みやた　たかし

木幡　莉花 こわた　りか
木幡　貴文 こわた　たかふみ
加納　康平 かのう　こうへい
加納　輝幸 かのう　てるゆき
吉野　果穂 よしの　かほ
吉野　洋子 よしの　ようこ
永柄　蘭 ながえ　らん

永柄　哲也 ながえ　てつや
網谷　翼 あみたに　たすく

網谷　大喜 あみたに　だいき
小林　愛花 こばやし　あいか
小林　誠 こばやし　まこと

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
今村　柊香 いまむらしゅうか
今村　勇介 いまむらゆうすけ
平井　凜 ひらい　りん

平井　克英 ひらい　かつひで
佐藤　羽琉 さとう　はる
佐藤　祐行 さとう　ひろゆき
小川　優 おがわ　ゆう

小川　まゆみ おがわ　まゆみ
栗山　葵音 くりやま　きなり
栗山　孝 くりやま　たかし

新井　里奈 あらい　りな
丹　優紀 たん　ゆうき

佐藤　里菜 さとう　りな
佐藤　由貴 さとう　ゆき
市村　奈緒 いちむら　なお
市村　清一 いちむら　せいいち
後藤　明芭 ごとう　あきは
後藤　大亮 ごとう　たいすけ
米谷　和花 こめたに　のどか
 渡辺　直美 わたなべ　なおみ

松岡　佑 まつおか　たすく
松岡　心 まつおか　しん

新村　薩真 しんむら　さつま
新村　春男 しんむら　はるお

金子　源太朗 かねこ　げんたろう
金子　哲也 かねこ　てつや
大澤　夏來 おおさわ　なつき
大澤　佳男 おおさわ　よしお
岩尾　美柚 いわお　みゆ
山本　悦子 やまもと　えつこP5 15 柏南部ジュニア

P5 9 我孫子ジュニア

P5 13 市川ジュニア

P5 10 野田中根ジュニア

P5 11 スリーセブンＪｒ

市原ジュニア

Honey Sophia

野田中根ジュニア

8

2

船橋ジュニア

7

3

4

市川ジュニア

第7回親子で楽しむバドミントン大会

P6

1

大森ジュニア

流山ジュニア

川間ジュニア

流山ジュニア

市原ジュニア

パワフル　　6年生以下の部ダブルス／選手名簿

P5

Progress Jr.

P6 1

栗ヶ沢ジュニア

P6

P6

パワフル      5年生以下の部ダブルス／選手名簿

P6

P6

P6

14

5

6

P5

P5

P6 13

P5 14

P5 12

P6

流山ジュニア

11

P6 12

船橋ジュニア

船橋ジュニア

P6 10

P6

P6

P6 9

P5 7 高洲ホープス

P5 8 栗ヶ沢ジュニア

4

市原ジュニア2

P5 3

高洲ホープス

市原ジュニア

市原ジュニア

市原ジュニア

P5

6

P5

5

市川ジュニア

市川ジュニア
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ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
宇佐美　香子 うさみ　きょうこ
宇佐美　玲子 うさみ　れいこ

眞鍋　杏 まなべ　あんず
眞鍋　紗綾 まなべ　さや

海老原　大斗 えびはら　やまと
海老原　喜久美 えびはら　きくみ

川名　星瑠 かわな　せる
川名　英樹 かわな　ひでき

長谷川　遙花 はせがわ　はるか
長谷川　幸樹 はせがわ　こうき

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
伊井　心春 いい　こはる
平井　孔明 ひらい　こうめい
鈴木　貴翔 すずき　たかと
鈴木　貴博 すずき　たかひろ
佐々木　玲 ささき　れい
佐々木　耕 ささき　こう
小島　七海 こじま　ななみ
武田　豊 たけだ　ゆたか

大口　勇人 おおぐち　はやと
大口　伸彦 おおぐち　のぶひこ
美濃　龍斗 みの　りゅうと

美濃　秀太郎 みの　しゅうたろう
石川　晴子 いしかわ　はるこ
石川　敦 いしかわ　あつし

中島　寧音 なかじま　ねね
大畑　浩二 おおはた　こうじ
井上　颯藍 いのうえ　そら

井上　朝希生 いのうえ　あきお
繁森　心美 しげもり　ここみ
繁森　和夫 しげもり　かずお

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
市村　悠悟 いちむら　ゆうご
市村　麻子 いちむら　あさこ
澤内　海風 さわうち　しょあ
澤内　あゆみ さわうち　あゆみ
山本　耀彦 やまもと　あきひこ
張　宋翰 えりっく　ちょう

磯野　太耀 いその　たいよう
磯野　宏敬 いその　ひろたか
清酒　颯真 せいしゅ　そうま
清酒　一恭 せいしゅ　かずのり
林　優月 はやし　ゆづき
林　愛美 はやし　まなみ

木幡　大河 こわた　たいが
木幡　志乃 こわた　しの
工藤　翔太 くどうしょうた
工藤　達 くどうたつる

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
伊井　冬馬 いい　とうま
伊井　孝行 いい　たかゆき
小山　大誠 こやま　たいせい
小山　晋一 こやま　しんいち
本井　悠仁 もとい　ゆうじん
河井　和之 かわい　かずゆき

P3 8 川間ジュニア

3

P3 6 市川ジュニア

P3 7 流山ジュニア

P5 18 Progress Jr.

P5 19 船橋ジュニア

P5 20 船橋ジュニア

P5 16 大森ジュニア

P5 17 流山ジュニア

3

市原ジュニア

P2 2

P2 やちよスマッシュ

P2

7

市原ジュニア

栗ヶ沢ジュニア

ベイヒッターズ

野田中根ジュニア

野田中根ジュニア

ベイヒッターズ

柏南部ジュニア

柏南部ジュニア

流山ジュニア

船橋ジュニア

1

2

高洲ホープス

パワフル     2年生以下の部ダブルス／選手名簿

P3

P3

P3

1

P3 1

4

5

6

8

9

10

3

P3

パワフル    4年生以下の部ダブルス／選手名簿

2

P4

P4

P4

栗ヶ沢ジュニア

Honey Sophia

ベイヒッターズ

市川ジュニア

P4

5

4

パワフル     3年生以下の部ダブルス／選手名簿

P4

スリーセブンＪｒ

P4

P4

P4

P4

P4
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ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
鈴木　美貴 すずき　みき
鈴木　静子 すずき　しずこ
三谷　優輝 みたに　ゆうき
三谷　則之 みたに　のりゆき
赤堀　颯汰 あかぼり　そうた
赤堀　尚貴 あかぼり　なおき

竹本　心優斗 たけもと　みゆと
竹本　幸司 たけもと　こうじ
新村　美羽 しんむら　みはね
新村　共子 しんむら　ともこ
坂本　寧音 さかもと　ねね
坂本　誠 さかもと　まこと

大畑　俊介 おおはた　しゅんすけ
大畑　美穂子 おおはた　みほこ
山本　拓真 やまもと　たくま
山本　典美 やまもと　のりみ
遠藤　愛依 えんどう　めい
遠藤　裕一 えんどう　ゆういち
中村　悠大 なかむら　ゆうだい
中村　徳一 なかむら　のりかず
金子　さくら かねこ　さくら
金子　睦美 かねこ　むつみ

長谷川　咲樹 はせがわ　さき
長谷川　和美 はせがわ　かずみ

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
劉嘉人 りゅう　よしと
劉涛 りゅう　とう

本井　舞鈴 もとい　まりん
本井　友子 もとい　ともこ
益子　航 ますこ　わたる
益子　崇 ますこ　たかし
小林　碧 こばやし　あおい
小林　愛 こばやし　あい

佐藤　柊希 さとう　しゅうき
佐藤　伸彦 さとう　のぶひこ
佃　直樹 つくだ　なおき
佃　茂樹 つくだ　しげき

立石　空都 たていし　そらと
立石　香 たていし　かおり

小谷　百合愛 こたに　ゆりあ
小谷　多津子 こたに　たづこ
渡辺　美遥 わたなべ　みはる
渡辺　武弘 わたなべ　たけひろ
小澤　寧音 おざわ　ねね

小澤　美加子 おざわ　みかこ
花川　心菜 はなかわ　ここな
花川　雄二 はなかわ　ゆうじ
内田　颯斗 うちだ　はやと
内田　京子 うちだ　きょうこ
田代　温大 たしろ　あつひろ
田代　浩充 たしろ　ひろみつ
橋本　賢輝 はしもと　まさき
橋本　大和 はしもと　だいすけ
眞下　尚也 ましも　なおや
眞下　和朗 ましも　かずあき
村田　真慈 むらた　しんじ
村田　健 むらた　けん
伊藤　優 いとう　ゆう

伊藤　亜由美 いとう　あゆみ
野口　怜奈 のぐち　れいな
野口　亮 のぐち　りょう

E6 17 市川ジュニア

E6 18 市川ジュニア

E6 14 野田中根ジュニア

E6 15 野田中根ジュニア

E6 16 スリーセブンＪｒ

E6 13 野田中根ジュニア

E6 8 栗ヶ沢ジュニア

E6 9 ベイヒッターズ

E6

E6 11 ベイヒッターズ

E6 12 我孫子ジュニア

10 ベイヒッターズ

E6 5 栗ヶ沢ジュニア

E6 6 栗ヶ沢ジュニア

E6 7 栗ヶ沢ジュニア

E6 2 やちよスマッシュ

E6 3 やちよスマッシュ

E6 4 やちよスマッシュ

エンジョイ　　6年生以下の部ダブルス／選手名簿

E6 1 高洲ホープス

P2 11 BunBunSP

P2 12 流山ジュニア

P2 14 船橋ジュニア

P2 15 船橋ジュニア

P2 13 流山ジュニア

P2 9 市川ジュニア

P2 10 柏南部ジュニア

市川ジュニア

スリーセブンＪｒ

スリーセブンＪｒ

P2 8

P2 7

P2 6

P2 5

P2

我孫子ジュニア

栗ヶ沢ジュニア4
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ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
前田　凜優 まえだ　りゆ
前田　雅 まえだ　みやび

鈴木　翔太 すずき　しょうた
鈴木　賢治 すずき　けんじ
熊崎　亜子 くまざき　あこ
熊崎　弘己 くまざき　ひろき
石野　真聖 いしの　まなと

石野　奈弥子 いしの　なみこ
岩下　慶一郎 いわした　けいいちろう
岩下　正樹 いわした　まさき
山野辺　花 やまのべ　りりあ

山野辺　愛子 やまのべ　あいこ
篠原　里緒 しのはら　りお
篠原　杏里 しんはら　あんり
岡田　みちる おかだ　みちる
岡田　浩二 おかだ　こうじ

水間　瑛太郎 みずま　えいたろう
水間　博英 みずま　ひろひで

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
青木　優羽 あおき　ゆう
青木　絵里 あおき　えり
小林　晴崇 こばやし　はるたか
小林　慶祐 こばやし　けいすけ
小山　竣大 こやま　しゅんた
小山　涼子 こやま　りょうこ
石川　颯祐 いしかわ　さすけ
馬上　京子 もうえ　きょうこ
渡邉　凜 わたなべ　りん
渡邉　亮 わたなべ　りょう

佐藤　心愛 さとう　ここあ
佐藤　拓也 さとう　たくや
富永　彩巴 とみなが　いろは
富永　泰輔 とみなが　たいすけ
田村　葉音 たむら　はのん
田村　仁美 たむら　ひとみ

石塚　菜々美 いしづか　ななみ
石塚　貴之 いしづか　たかゆき
髙松　唯太 たかまつ　ゆいた
髙松　良子 たかまつ　りょうこ
戸田　稜真 とだ　りょうま
戸田　あゆみ とだ　あゆみ
野田　華愛 のだ　はなあ
野田　華織 のだ　かおり
井澤　陽向 いざわ　ひなた

井澤　季代美 いざわ　きよみ
村山　元太 むらやま　げんた
村山　弥生 むらやま　やよい
林　祐輝 はやし　ゆうき
林　正樹 はやし　まさき

山本　和慶 やまもと　かずよし
山本　剛司 やまもと　たけし
西野　航平 にしの　こうへい
西野　誠剛 にしの　せいごう

石橋　凜々花 いしばし　りりか
石橋　聖仁 いしばし　まさひと
谷　叶葉 たに　かなは
谷　和彦 たに　かずひこ

黒澤　陽悦 くろさわ　はるえ
黒澤　貴之 くろさわ　たかゆき
田中　奈帆 たなか　なほ
田中　康治 たなか　こうじ

E5 20 流山ジュニア

E5 21 流山ジュニア

E5 17 柏南部ジュニア

E5 18 松戸六実ジュニア

E5 19 大森ジュニア

E5 14 スリーセブンＪｒ

E5 15 市川ジュニア

E5 16 柏南部ジュニア

E5 13 スリーセブンＪｒ

E5 8 我孫子ジュニア

E5 9 我孫子ジュニア

E5

E5 11 大網バドミントン

E5 12 スリーセブンＪｒ

10 大網バドミントン

E5 5 栗ヶ沢ジュニア

E5 6 ベイヒッターズ

E5 7 ベイヒッターズ

E5 2 高洲ホープス

E5 3 高洲ホープス

E5 4 やちよスマッシュ

エンジョイ  5年生以下の部ダブルス／選手名簿

E5 1 市原ジュニア

E6 23 Progress Jr.

E6 24 Progress Jr.

E6 26 Progress Jr.

E6 27 船橋ジュニア

E6 25 Progress Jr.

E6 20 松戸六実ジュニア

E6 21 大森ジュニア

E6 22 流山ジュニア

E6 19 柏南部ジュニア
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ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
富澤　将斗 とみさわ　まさと
富澤　稔 とみさわ　みのる

小川　翔亜 おがわ　とあ
小川　正義 おがわ　まさよし

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
香田　菜々美 こうだななみ
香田　美佐子 こうだみさこ
山田　明日香 やまだ　あすか

山田　武 やまだ　たけし
早川　穂 はやかわ　すい

早川　咲子 はやかわ　さきこ
関原　咲景 せきはら　さえ
関原　寛 せきはら　ひろし

加藤　優和 かとう　まさや
加藤　康孝 かとう　やすたか
伊野　逢糸 いの　あい
伊野　雅至 いの　まさし
秦野　光 はたの　ひかる

秦野　将夫 はたの　まさお
寺尾　結依 てらお　ゆい
寺尾　真一 てらお　しんいち
黒木　美羽 くろき　みう
黒木　照久 くろき　てるひさ
野口　まやの のぐち　まやの
野口　敏之 のぐち　としゆき

富田　陽和梨 とみた　ひより
富田　由佳 とみた　ゆか
坂本　結翔 さかもと　ゆいと
坂本　敬子 さかもと　けいこ
加藤　織音 かとう　おりと
加藤　潤 かとう　じゅん

西尾　風雅 にしの　ふうが
西尾　幹子 にしに　みきこ
川俣　遥叶 かわまた　はると
川俣　雄吾 かわまた　ゆうご
竹林　翔平 たけばやし　しょうへい

竹林　佐和子 たけばやし　さわこ
後藤　悠那 ごとう　ゆうな
後藤　桂子 ごとう　けいこ
峰　莉緒 みね　りお

峰　真紀子 みね　まきこ
山口　咲菜 やまぐち　さな
山口　美恵 やまぐち　みえ
中沢　嵐 なかざわ　あらし
中沢　崇 なかざわ　たかし

大島　彩椰 おおしま　さや
大島　恵美子 おおしま　えみこ

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
天野　香恋 あまのかれん
天野　武成 あまのたけなり
松橋　沙弥 まつはし　さや
松橋　崇文 まつはし　たかふみ
野村　海貴 のむら　かいき
野村　庸介 のむら　ようすけ
渡辺　真弘 わたなべ　まひろ
渡辺　冬樹 わたなべ　ふゆき

平野　羽海瑠 ひらの　はみる
平野　康太 ひらの　こうた

E3 3 高洲ホープス

E3 4 ベイヒッターズ

E3 5 ベイヒッターズ

E4 21 Progress Jr.

エンジョイ  3年生以下の部ダブルス／選手名簿

E3 1 川間ジュニア

E3 2 シャトル桜木

E4 18 松戸六実ジュニア

E4 19 大森ジュニア

E4 20 Progress Jr.

E4 15 柏南部ジュニア

E4 16 BunBunSP

E4 17 BunBunSP

E4 14 柏南部ジュニア

E4 9 スリーセブンＪｒ

E4 10 スリーセブンＪｒ

E4

E4 12 市川ジュニア

E4 13 柏南部ジュニア

11 スリーセブンＪｒ

E4 6 ベイヒッターズ

E4 7 野田中根ジュニア

E4 8 スリーセブンＪｒ

E4 3 シャトル桜木

E4 4 やちよスマッシュ

E4 5 やちよスマッシュ

E4 2 シャトル桜木

E5

E5 23 船橋ジュニア

エンジョイ   4年生以下の部ダブルス／選手名簿

E4 1 川間ジュニア

22 船橋ジュニア
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ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
六本木　咲穂 ろっぽんぎ　さほ
六本木　恭子 ろっぽんぎ　きょうこ
近藤　沙郁 こんどう　さあや
近藤　慎治 こんどう　しんじ
林　ほの香 はやし　ほのか
林　正人 はやし　まさと

松嶋　美紘 まつしま　みひろ
松嶋　秀樹 まつしま　ひでき
日暮　晴人 ひぐらし　はると
日暮　正行 ひぐらし　まさゆき
李　章郡 り　しょうぐん
李　憲斌 り　けんひん
沼端　蓮 ぬまはた　れん

沼端　陽介 ぬまはた　ようすけ
堀田　櫂詩 ほった　かいし
堀田　尚貴 ほった　なおき
岩屋ヶ野　響 いわやがの　ひびき
岩屋ヶ野　茜 いわやがの　あかね
楠美　乃唯 くすみ　のい
楠美　直子 くすみ　なおこ
大貫　里寿 おおぬき　りず
大貫　昌一 おおぬき　まさかず 

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
工藤　愛美 くどうまなみ
工藤　麻美 くどうあさみ
田島　優 たじま　ゆう

田島　沙織 たじま　さおり
吉川　凌生 よしかわ　りく
吉川　ひろみ よしかわ　ひろみ
保土田　凜和 ほとだ　りんな
保土田　敏之 ほとだ　としゆき
彌勒院　美咲 みろくいん　みさき
彌勒院　恵美 みろくいん　えみ

劉睿溪 りゅうえいしい
劉万軍 りゅうまんぐん

山中　千尋 やまなか　ちひろ
山中　雄亮 やまなか　ゆうすけ
辰田　莉帆 たつだ　りほ
辰田　博則 たつだ　ひろのり
山谷　颯人 やまや　はやと
山谷　千秋 やまや　ちあき
野村　佳央 のむら　かお
野村　明子 のむら　あきこ
岡田　海音 おかだ　みお
岡田　勝博 おかだ　かつひろ
小島　彩織 こじま　さおり
小島　麻美 こじま　あさみ
濱出　莉奈 はまで　りな
濱出　直哉 はまで　なおや
赤堀　陽音 あかぼり　はると
赤堀　美季 あかぼり　みき
安川　陽菜 やすかわ　ひな
安川　聡貴 やすかわ　さとき

平井　奈々緒 ひらい　ななお
平井　慎司 ひらい　しんじ
平井　仁 ひらい　じん

平井　奈緒子 ひらい　なおこ
峰　伶次郎 みね　れいじろう
藤田　夏子 ふじた　なつこ
飯島　輝 いいじま　らいと
飯島　稔 いいじま　みのるE2 19 流山ジュニア

E2 14 スリーセブンＪｒ

E2 15 市川ジュニア

E2

E2 17 柏南部ジュニア

E2 18 松戸六実ジュニア

16 柏南部ジュニア

E2 11 野田中根ジュニア

E2 12 スリーセブンＪｒ

E2 13 スリーセブンＪｒ

E2 8 やちよスマッシュ

E2 9 やちよスマッシュ

E2 10 Honey Sophia

E2 7 高洲ホープス

E2 2 市原ジュニア

E2 3 市原ジュニア

E2

E2 5 高洲ホープス

E2 6 高洲ホープス

4 シャトル桜木

E3 15 Progress Jr.

E3 16 Progress Jr.

エンジョイ  2年生以下の部ダブルス／選手名簿

E2 1 川間ジュニア

E3 12 市川ジュニア

E3 13 柏南部ジュニア

E3 14 柏南部ジュニア

E3 9 スリーセブンＪｒ

E3 10 スリーセブンＪｒ

E3 11 市川ジュニア

E3 8 ベイヒッターズ

E3 6 ベイヒッターズ

E3 7 ベイヒッターズ
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