
ＹＯＮＥＸ埼玉オープンジュニア申込一覧

申込区分 都道府県 申込団体名 種目 選手名１ ふりかな１
メール 青森県 弘前キッズバドミントンクラブ 5WS 蔦谷　美紅 つたや　みく
郵便 青森県 弘前ライクショット 4WS 和田　咲知帆 わだ　さちほ
郵便 青森県 弘前ライクショット 5WS 和田　穂乃花 わだ　ほのか
メール 青森県 七戸ジュニアバドミントンクラブ 4MS 瀬川　大智 せがわ　だいち
メール 青森県 七戸ジュニアバドミントンクラブ 4WS 亀田　彩乃 かめだ　あやの
メール 青森県 七戸ジュニアバドミントンクラブ 6WS 瀬川　佳奈 せがわ　かな
メール 青森県 七戸ジュニアバドミントンクラブ 6WS 曽根　夏姫 そね　なつき
メール 青森県 八戸ジュニア 4WS 赤坂　玲奈 あかさか　れいな
メール 青森県 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 2WS 小林　寿来 こばやし　じゅら
メール 青森県 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 4MS 奈良岡　功大 ならおか　こうだい
メール 青森県 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 4MS 成田　凌 なりた　りょう
メール 青森県 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 4MS 藤林　輝 ふじばやし　あきら
メール 青森県 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 5MS 山内　恭弥 やまうち　きょうや
メール 青森県 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 6MS 小野　慎 おの　しん
メール 青森県 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 6MS 木村　浩哉 きむら　ひろや
メール 青森県 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 6MS 小林　彪雅 こばやし　ひょうが
メール 青森県 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 6MS 藤林　巧 ふじばやし　たくみ
メール 秋田県 ＡＣＴジュニア 4WS 加藤　史菜 かとう　ふみな
メール 秋田県 ＡＣＴジュニア 5WS 加藤　礼彩 かとう　れいさ
メール 秋田県 ＡＣＴジュニア 6MS 備前　快 びぜん　かい
メール 秋田県 神岡ジュニアバドミントンクラブ 4WS 松田　羽奏 まつた　わかな
メール 秋田県 神岡ジュニアバドミントンクラブ 5WS 松田　葵羽 まつた　あおば
メール 秋田県 八郎潟レイクジュニアＢＣ 2WS 鎌田　璃珠 かまだ　りみ
メール 秋田県 八郎潟レイクジュニアＢＣ 2WS 森川　すみれ もりかわ　すみれ
メール 秋田県 八郎潟レイクジュニアＢＣ 4WS 畠山　楓花 はたけやま　ふうか
メール 秋田県 八郎潟レイクジュニアＢＣ 6WS 鎌田　瑠夏 かまだ　るな
メール 秋田県 八郎潟レイクジュニアＢＣ 6WS 畠山　栞奈 はたけやま　かんな
メール 石川県 大徳ジュニアバドミントンクラブ 2WS 多崎　千帆 たさき　ちほ
メール 石川県 大徳ジュニアバドミントンクラブ 4WS 吉浦　愛花 よしうら　まなか
メール 石川県 大徳ジュニアバドミントンクラブ 5MS 日光　駿 にっこう　しゅん
メール 石川県 大徳ジュニアバドミントンクラブ 5WS 多崎　莉海 たさき　りみ
メール 石川県 大徳ジュニアバドミントンクラブ 6WS 窪　京花 くぼ　きょうか
メール 石川県 大徳ジュニアバドミントンクラブ 6WS 窪　桃香 くぼ　ももか
メール 石川県 中央ジュニアバドミントンクラブ 4MS 吉藤　健暉 よしふじ　たけき
メール 石川県 中央ジュニアバドミントンクラブ 5MS 折池　咲之介 おりいけ　さきのすけ
メール 石川県 中央ジュニアバドミントンクラブ 5MS 廣田　憲親 ひろた　のりちか
メール 石川県 中央ジュニアバドミントンクラブ 6MS 西前　智矢 にしまえ　ともや
郵便 茨城県 Kids MORIYA 4MS 田澤　秀磨 たざわ　しゅうま
郵便 茨城県 Kids MORIYA 6WS 秋田　歩美 あきた　あゆみ
郵便 茨城県 Kids MORIYA 6WS 大﨑　志帆 おおさき　しほ
メール 茨城県 ハルトノクラブ 2MS 伊藤　聡馬 いとう　そうま
メール 茨城県 ハルトノクラブ 2WS 桜井　彬乃 さくらい　あきの
メール 茨城県 ハルトノクラブ 2WS 杉山　薫 すぎやま　かおる
メール 茨城県 ハルトノクラブ 4MS 青木　俊樹 あおき　としき
メール 茨城県 ハルトノクラブ 4MS 新宅　雄 しんたく　たける
メール 茨城県 ハルトノクラブ 4WS 小堤　榛菜 おづつみ　はるな
メール 茨城県 ハルトノクラブ 4WS 町田　華梨 まちだ　かりん
メール 茨城県 ハルトノクラブ 4WS 芳村　萌映子 よしむら　もえこ
メール 茨城県 ハルトノクラブ 5MS 伊藤　慎一郎 いとう　しんいちろう
メール 茨城県 ハルトノクラブ 5MS 岩岡　力也 いわおか　りきや
メール 茨城県 ハルトノクラブ 5MS 桜井　雄介 さくらい　ゆうすけ
メール 茨城県 ハルトノクラブ 5MS 杉山　潤 すぎやま　じゅん
メール 茨城県 ハルトノクラブ 5WS 五十嵐　明莉 いがらし　あかり
メール 茨城県 ハルトノクラブ 5WS 武藤　みなみ むとう　みなみ
メール 茨城県 ハルトノクラブ 6WS 小沼　みなみ おぬま　みなみ
メール 茨城県 ハルトノクラブ 6WS 松尾　怜奈 まつお　れな
メール 茨城県 ハルトノクラブ 6WS 森　咲和佳 もり　さわか
郵便 茨城県 柴ジュニア 4MS 吉田　純 よしだ　じゅん
郵便 茨城県 柴ジュニア 5WS 柴田　侑希 しばた　ゆうき
郵便 茨城県 柴ジュニア 5WS 渡邉　未来 わたなべ　みく
郵便 茨城県 柴ジュニア 5WS 清水　彩音 しみず　あやね
郵便 茨城県 柴ジュニア 6WS 寺門　有紀 てらかど　ゆうき
郵便 茨城県 柴ジュニア 6WS 飯塚　りさ いいづか　りさ
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申込区分 都道府県 申込団体名 種目 選手名１ ふりかな１
郵便 茨城県 柴ジュニア 6WS 中川　琴葉 なかがわ　ことは
郵便 茨城県 柴ジュニア 6WS 生井　風圭 なまい　ふうか
郵便 茨城県 杉の子バドミントンクラブ 4WS 山口　莉奈 やまぐち　りな
郵便 茨城県 杉の子バドミントンクラブ 4WS 坂本　早奈 さかもと　さな
郵便 茨城県 大井沢バドミントンスポーツ少年団 2WS 淀　美幸 よど　みゆき
郵便 茨城県 大井沢バドミントンスポーツ少年団 4WS 淀　英恵 よど　はなえ
郵便 茨城県 大井沢バドミントンスポーツ少年団 5WS 淀　千春 よど　ちはる
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 4MS 髙島　巧太 たかしま　こうた
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 4MS 鈴木　暖 すずき　ひなた
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 4WS 安達　友妃 あだち　ゆうひ
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 4WS 佐川　智香 さがわ　ともか
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 4WS 木内　彩乃 きうち　あやの
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 5MS 本田　晃太 ほんだ　こうた
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 5MS 深谷　祐太 ふかや　ゆうた
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 5MS 髙島　大地 たかしま　だいち
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 5MS 鈴木　怜 すずき　れい
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 5WS 海老沢　花 えびさわ　はな
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 5WS 島倉　唯 しまくら　ゆい
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 5WS 柴沼　由姫 しばぬま　ゆき
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 6MS 紺谷　駿 こんたに　しゅん
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 6MS 西村　太一 にしむら　たいち
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 6WS 本田　千花 ほんだ　ちか
郵便 茨城県 東少年バドミントンスポーツ少年団 6WS 関町　美由記 せきまち　みゆき
メール 茨城県 府中地区バドミントン少年団 4MS 古谷　直樹 ふるや　なおき
メール 茨城県 府中地区バドミントン少年団 4MS 矢口　達也 やぐち　たつや
メール 茨城県 府中地区バドミントン少年団 6WS 古谷　由香里 ふるや　ゆかり
メール 茨城県 府中地区バドミントン少年団 6WS 増田　楓 ますだ　かえで
メール 茨城県 明野ちびっこバドミントンクラブ 2MS 稲光　翔太郎 いなみつ　しょうたろう
メール 茨城県 明野ちびっこバドミントンクラブ 4WS 新井　水樹 あらい　みずき
メール 茨城県 明野ちびっこバドミントンクラブ 6WS 飯岡　優美 いいおか　ゆうみ
メール 茨城県 恋南バドミントンスポーツ少年団 2MS 岡野　藍輝 おかの　あいき
メール 茨城県 恋南バドミントンスポーツ少年団 4WS 奥村　華奈 おくむら　かな
メール 茨城県 恋南バドミントンスポーツ少年団 4WS 原田　夏希 はらだ　なつき
メール 茨城県 恋南バドミントンスポーツ少年団 4WS 松本　千穂 まつもと　ちほ
メール 茨城県 恋南バドミントンスポーツ少年団 5MS 岡野　晃輝 おかの　こうき
メール 茨城県 恋南バドミントンスポーツ少年団 5WS 大平　彩夏　 おおひら　あやか
メール 茨城県 恋南バドミントンスポーツ少年団 5WS 大平　夏実 おおひら　なつみ
メール 茨城県 恋南バドミントンスポーツ少年団 5WS 奥村　莉歩 おくむら　りほ
メール 茨城県 恋南バドミントンスポーツ少年団 6MS 栗山　広夢 くりやま　ひろむ
メール 茨城県 恋南バドミントンスポーツ少年団 6WS 石塚　理恵 いしつか　りえ
メール 茨城県 恋南バドミントンスポーツ少年団 6WS 仁平　菜月 にだいら　なつき
メール 神奈川県 ＫＳＢＣ－Ｊｒ 2MS 渡邊　玲 わたなべ　れん
メール 神奈川県 ＫＳＢＣ－Ｊｒ 4MS 岡村　瑚太朗 おかむら　こたろう
メール 神奈川県 ＫＳＢＣ－Ｊｒ 5WS 山口　萌 やまぐち　もえ
メール 神奈川県 NP神奈川 2MS 小野　泰平 おの　たいへい
メール 神奈川県 NP神奈川 2MS 末永　逸貴 すえなが　いつき
メール 神奈川県 NP神奈川 6WS 乾　英奈 いぬい　えな
メール 神奈川県 NP神奈川 6WS 二村　ひとみ にむら　ひとみ
メール 神奈川県 WISH 4MS 梅蔭　勇太 うめかげ　ゆうた
メール 神奈川県 WISH 5WS 梅蔭　優華 うめかげ　ゆか
メール 神奈川県 横浜ジュニアバドミントンクラブ 6MS 城戸　瑛斗 きど　あきと
メール 神奈川県 横浜ジュニアバドミントンクラブ 6WS 柴田　麻衣 しばた　まい
メール 神奈川県 片平ブレイヴ 4MS 山田　勝己 やまだ　かつみ
メール 神奈川県 片平ブレイヴ 4MS 山脇　聡太 やまわき　そうた
メール 神奈川県 片平ブレイヴ 6WS 山脇　菜那子 やまわき　ななこ
メール 群馬県 ＭＣジュニア 2MS 石川　誠基 いしかわ　まさき
メール 群馬県 ＭＣジュニア 2MS 中津山　冬偉 なかつやま　とうい
メール 群馬県 ＭＣジュニア 2WS 武井　陽香 たけい　はるか
メール 群馬県 ＭＣジュニア 4MS 石川　拓実 いしかわ　たくみ
メール 群馬県 ＭＣジュニア 4MS 大河内　翼 おおこうち　つばさ
メール 群馬県 ＭＣジュニア 4WS 大日方　麗央 おびなた　りお
メール 群馬県 ＭＣジュニア 4WS 川角　稀子 かわすみ　きこ
メール 群馬県 ＭＣジュニア 4WS 本合　智景 ほんごう　ちかげ
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申込区分 都道府県 申込団体名 種目 選手名１ ふりかな１
メール 群馬県 ＭＣジュニア 5MS 松本　直也 ささき　ゆうや
メール 群馬県 ＭＣジュニア 5MS 佐々木　優弥 まつもと　なおや
メール 群馬県 ＭＣジュニア 5WS 久保田　琉加 くぼた　るか
メール 群馬県 ＭＣジュニア 5WS 武井　綾音 たけい　あやね
メール 群馬県 ＭＣジュニア 5WS 福田　紗映 ふくだ　さえ
メール 群馬県 ＭＣジュニア 6MS 高澤　颯 たかざわ　そう
メール 群馬県 ＭＣジュニア 6WS 金子　千里 かねこ　ちさと
メール 群馬県 ＭＣジュニア 6WS 須永　美咲 すなが　みさき
メール 群馬県 桐生ジュニア 4WS 橋本　しずく はしもと　しずく
メール 群馬県 桐生ジュニア 4WS 松井　美優 まつい　みゆ
メール 群馬県 桐生ジュニア 5MS 須永　匠 すなが　たくみ
メール 群馬県 桐生ジュニア 5MS 松井　尚輝 まつい　なおき
メール 群馬県 桐生ジュニア 5MS 山木　凌司 やまき　りょうじ
メール 群馬県 桐生ジュニア 5WS 橋本　若菜 はしもと　わかな
メール 群馬県 桐生ジュニア 5WS 馬場　栞菜 ばば　かんな
メール 群馬県 桐生ジュニア 6MS 馬場　光輝 ばば　こうき
メール 群馬県 桐生ジュニア 6WS 秋山　美羽 あきやま　みう
メール 群馬県 桐生ジュニア 6WS 関根　みな美 せきね　みなみ
メール 群馬県 桐生ジュニア 6WS 星野　舞 ほしの　まい
メール 群馬県 桐生ジュニア 6WS 丸山　莉奈 まるやま　りな
メール 群馬県 桐生川内ジュニアバドミントンクラブ 4WS 須田　絢菜 すだ　あやな
メール 群馬県 桐生川内ジュニアバドミントンクラブ 5WS 須田　栞菜 すだ　かんな
メール 群馬県 桐生川内ジュニアバドミントンクラブ 5WS 吉田　実央 よしだ　みお
メール 群馬県 桐生川内ジュニアバドミントンクラブ 6WS 撹上　怜奈 かくあげ　れな
メール 群馬県 前橋東バドミントン 2WS 五十嵐　遥香 いがらし　はるか
メール 群馬県 前橋東バドミントン 4MS 五十嵐　達哉 いがらし　たつや
メール 群馬県 前橋東バドミントン 4MS 桒原　彰吾 くわばら　しょうご
メール 群馬県 前橋東バドミントン 4MS 矢畑　加月 やばた　かづき
メール 群馬県 前橋東バドミントン 4WS 後藤　彩音 ごとう　あやね
メール 群馬県 前橋東バドミントン 5MS 久保田　友之祐 くぼた　ゆうのすけ
メール 群馬県 前橋東バドミントン 5WS 大村　遥 おおむら　はるか
メール 群馬県 前橋東バドミントン 6MS 井上　博貴 いのうえ　ひろき
メール 群馬県 前橋東バドミントン 6MS 後藤　晃太 ごとう　こうた
メール 群馬県 前橋東バドミントン 6MS 中町　和磨 なかまち　かずま
メール 群馬県 前橋東バドミントン 6MS 平野　研輔 ひらの　けんすけ
メール 群馬県 前橋東バドミントン 6WS 中林　佳澄 なかばやし　かすみ
メール 群馬県 前橋東バドミントン 6WS 福田　結衣 ふくだ　ゆい
メール 埼玉県 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 2MS 八重樫　涼平 やえがし　りょうへい
メール 埼玉県 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 4MS 佐藤　一真 さとう　かずま
メール 埼玉県 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 4WS 岡田　知子 おかだ　ともこ
メール 埼玉県 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 4WS 渡邉　梨花 わたなべ　りか
メール 埼玉県 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 5WS 関澤　優唯 せきざわ　ゆうゆ
メール 埼玉県 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 5WS 長谷川　円香 はせがわ　まどか
メール 埼玉県 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 5WS 長谷川　りおん はせがわ　りおん
メール 埼玉県 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 6WS 岡田　典子 おかだ　のりこ
メール 埼玉県 ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 6WS 深川　夏美 ふかがわ　なつみ
メール 埼玉県 アドバンス 5MS 大山　孟之 おおやま　たけゆき
メール 埼玉県 アドバンス 5MS 神永　尚輝 かみなが　なおき
メール 埼玉県 アドバンス 5MS 三好　遼馬 みよし　りょうま
メール 埼玉県 イーストフレンド 4WS 木村　伊吹 きむら　いぶき
メール 埼玉県 シャトラーズ 6WS 私市　利花 きさいち　りか
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 2MS 熊田　圭修 くまだ　けいすけ
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 4MS 吾妻　健太郎 あずま　けんたろう
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 4WS 中條　由菜 なかじょう　ゆうな
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 4WS 細井　真瑠奈 ほそい　まるな
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 4WS 山田　楓 やまだ　かえで
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 5MS 川端　直人 かわばた　なおと
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 5MS 重松　隼人 しげまつ　はやと
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 5WS 小黒　遥花 おぐろ　はるか
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 5WS 熊田　茉容 くまだ　まひろ
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 5WS 永野　彩貴 ながの　さき
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 6MS 牛川　雄太 うしかわ　ゆうた
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 6WS 吾妻　咲弥 あずま　さや



ＹＯＮＥＸ埼玉オープンジュニア申込一覧

申込区分 都道府県 申込団体名 種目 選手名１ ふりかな１
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 6WS 工藤　万実 くどう　まみ
メール 埼玉県 チャレンジャークラブ 6WS 佐藤　果実 さとう　このみ
メール 埼玉県 ビッキーズ 6WS 有山　聖華 ありやま　せいか
メール 埼玉県 羽生ジュニアバドミントンクラブ 4WS 河原　乃綾 かわはら　のあ
メール 埼玉県 羽生ジュニアバドミントンクラブ 4WS 蓮見　彩由里 はすみ　あゆり
メール 埼玉県 羽生ジュニアバドミントンクラブ 5MS 蓮見　隼人 はすみ　はやと
メール 埼玉県 羽生ジュニアバドミントンクラブ 5WS 大貫　真里奈 おおぬき　まりな
メール 埼玉県 羽生ジュニアバドミントンクラブ 6WS 岡本　悠莉子 おかもと　ゆりこ
メール 埼玉県 羽生ジュニアバドミントンクラブ 6WS 河原　伶奈 かわはら　れな
メール 埼玉県 羽生ジュニアバドミントンクラブ 6WS 田口　望 たぐち　のぞみ
メール 埼玉県 加須スターズ 4MS 青山　琉哉 あおやま　りゅうや
メール 埼玉県 加須スターズ 5WS 大木　美穂 おおき　みほ
メール 埼玉県 加須スターズ 5WS 福田　心愛 ふくだ　ここあ
メール 埼玉県 加須スターズ 6WS 池田　夏菜 いけだ　かな
メール 埼玉県 加須スターズ 6WS 岩間　友梨 いわま　ゆり
メール 埼玉県 加須スターズ 6WS 柿沼　玖美 かきぬま　くみ
メール 埼玉県 加須スターズ 6WS 鳥谷　美紗子 とや　みさこ
メール 埼玉県 久喜ＡＢＣ 4WS 清水　茉佑 しみず　まゆ
メール 埼玉県 久喜ＡＢＣ 5MS 大久保　秀一 おおくぼ　しゅういち
メール 埼玉県 久喜ＡＢＣ 5MS 若松　哲兵 わかまつ　てっぺい
メール 埼玉県 久喜ＡＢＣ 6WS 川上　沙椰 かわかみ　さや
メール 埼玉県 久喜ＡＢＣ 6WS 清水　彩夏 しみず　あやか
メール 埼玉県 久喜フレンズ 4WS 岡田　栞里 おかだ　しおり
メール 埼玉県 久喜フレンズ 4WS 田中　柚衣 たなか　ゆい
メール 埼玉県 久喜フレンズ 4WS 福田　楓 ふくだ　かえで
メール 埼玉県 久喜フレンズ 4WS 松原　海奈 まつばら　みいな
メール 埼玉県 久喜フレンズ 5WS 西村　淳希 にしむら　あつき
メール 埼玉県 久喜フレンズ 5WS 松本　若夏 まつもと　わかな
メール 埼玉県 幸手白翔スポーツ少年団 5MS 出井　拓己 いでい　たくみ
メール 埼玉県 幸手白翔スポーツ少年団 6MS 中村　　光 なかむら　ひかる
メール 埼玉県 行田バドミントンスポーツ少年団 4WS 小堀　黄八扇 こぼり　こはぜ
メール 埼玉県 行田バドミントンスポーツ少年団 4WS 對島　結 つしま　ゆい
メール 埼玉県 行田バドミントンスポーツ少年団 5MS 小堀　錬 こぼり　れん
メール 埼玉県 行田バドミントンスポーツ少年団 5WS 小堀　真十衣 こぼり　まとい
メール 埼玉県 行田バドミントンスポーツ少年団 6WS 樹森　風花 きもり　ふうか
メール 埼玉県 志木ジュニア 2MS 入山　昇希 いりやま　しょうき
メール 埼玉県 志木ジュニア 4MS 佐藤　颯我 さとう　ふうが
メール 埼玉県 志木ジュニア 4MS 浜松　大河 はままつ　たいが
メール 埼玉県 志木ジュニア 4WS 阿相　茉衣 あそう　まい
メール 埼玉県 志木ジュニア 4WS 大澤　佳歩 おおさわ　かほ
メール 埼玉県 志木ジュニア 4WS 志和　さくら しわ　さくら
メール 埼玉県 志木ジュニア 4WS 福井　美空 ふくい　みく
メール 埼玉県 志木ジュニア 5WS 山田　千尋 やまだ　ちひろ
メール 埼玉県 志木ジュニア 6WS 赤崎　七菜 あかさき　なな
メール 埼玉県 志木ジュニア 6WS 小野　日呂花 おの　ひろか
メール 埼玉県 志木ジュニア 6WS 古閑　鈴香 こが　れいか
メール 埼玉県 志木ジュニア 6WS 佐藤　初果 さとう　ういか
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 2MS 福田　祐弥 ふくだ　ゆうや
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 2WS 井上　花菜 いのうえ　はな
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 4WS 加門　江梨 かもん　えり
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 5MS 勝山　湧斗 かつやま　ゆうと
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 5MS 野口　壮大 のぐち　そうた
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 5MS 服部　成吾 はっとり　せいご
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 5WS 桜井　彩貴 さくらい　さき
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 6MS 井上　和真 いのうえ　かずま
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 6MS 佐古　和樹 さこ　かずき
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 6MS 福田　冬弥 ふくだ　とうや
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 6MS 渡邉　航貴 わたなべ　こうき
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 6WS 有川　早友美 ありかわ　さゆみ
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 6WS 有川　友理奈 ありかわ　ゆりな
メール 埼玉県 出羽バドミンタンジュニアクラブ 6WS 西村　ゆり香 にしむら　ゆりか
メール 埼玉県 春日部白翔 2MS 鈴木　俊也 すずき　しゅんや
メール 埼玉県 春日部白翔 5MS 首藤　謙太 すどう　けんた
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申込区分 都道府県 申込団体名 種目 選手名１ ふりかな１
メール 埼玉県 春日部白翔 5WS 今井　菜摘 いまい　なつみ
メール 埼玉県 春日部白翔 6MS 大場　弘樹 おおば　ひろき
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 2WS 田中　寿奈 たなか　ひさな
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 2WS 横内　美海 よこうち　みう
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 4MS 後藤　サン ごとう　さん
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 4MS 近藤　将史 こんどう　まさし
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 4MS 緑川　大輝 みどりかわ　ひろき
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 4WS 榎本　紗貴 えのもと　さき
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 4WS 高橋　未羽 たかはし　みう
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 4WS 田中　月菜 たなか　るな
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 5MS 上田　竜也 うえだ　りゅうや
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 5MS 福嶋　壮太 ふくしま　そうた
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 5WS 池田　亜沙美 いけだ　あさみ
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 5WS 中村　美夕 なかむら　みゆ
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 6MS 後藤　ぐん ごとう　ぐん
メール 埼玉県 所沢ジュニアバドミントンクラブ 6WS 山本　綾香 やまもと　あやか
メール 埼玉県 庄和シャトルズ 4MS 本間　隆太郎 ほんま　りゅうたろう
メール 埼玉県 庄和シャトルズ 5WS 林　柚希 はやし　ゆずき
メール 埼玉県 庄和シャトルズ 6WS 斉藤　麗海 さいとう　れいみ
メール 埼玉県 庄和シャトルズ 6WS 中畑　優香 なかはた　ゆうか
メール 埼玉県 庄和シャトルズ 6WS 蓮見　沙耶加 はすみ　さやか
メール 埼玉県 上尾ジュニアバドミントンクラブ 4WS 根岸　元海 ねぎし　もとみ
メール 埼玉県 上尾ジュニアバドミントンクラブ 4WS 水村　清香 みずむら　さやか
メール 埼玉県 上尾ジュニアバドミントンクラブ 5MS 神長　敬祐 かみなが　けいすけ
メール 埼玉県 上尾ジュニアバドミントンクラブ 6MS 荒谷　歩夢 あらや　あゆむ
メール 埼玉県 上尾ジュニアバドミントンクラブ 6MS 水谷　浩峻 みずたに　ひろたか
メール 埼玉県 上尾ジュニアバドミントンクラブ 6MS 水村　秀人 みずむら　ひでと
メール 埼玉県 上尾ジュニアバドミントンクラブ 6WS 鈴木　美智 すずき　みさと
メール 埼玉県 深谷ジュニアバドミントンクラブベストショット 5MS 塩野　圭吾 しおの　けいご
メール 埼玉県 深谷ジュニアバドミントンクラブベストショット 5MS 新妻　哲太 にいづま　てった
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 2MS 内野　陽太 うちの　はるた
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 2MS 山本　英人 やまもと　ひでと
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 2MS 五十嵐　瞭介 いがらし　りょうすけ
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 2WS 佐野　真奈花 さの　まなか
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 4MS 鵜川　大也 うかわ　だいや
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 4MS 白戸　敦也 しろと　あつや
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 4MS 山田　裕規 やまだ　ゆうき
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 4WS 江口　温々香 えぐち　ののか
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 4WS 真橋　果帆 まばし　かほ
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 4WS 五十嵐　みづき いがらし　みずき
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 4WS 青木　杏香 あおき　きょうか
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 5MS 山本　英太 やまもと　えいた
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 5MS 土田　凌輔 つちだ　りょうすけ
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 5WS 柳沢　真美 やなぎさわ　まみ
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 6MS 白戸　滉大 しろと　こうだい
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 6WS 鶴田　明日美 つるた　あすみ
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 6WS 鵜川　麻衣 うかわ　まい
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 6WS 青木　明日佳 あおき　あすか
郵便 埼玉県 鶴ヶ島Angers 6WS 篠田　千陽 しのだ　ちひろ
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 2WS 本田　胡桃 ほんだ　くるみ
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 4MS 川島　直也 かわしま　なおや
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 4MS 佐藤　修輔 さとう　しゅうすけ
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 4MS 鈴木　翔馬 すずき　しょうま
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 4MS 松本　哲弥 まつもと　てつや
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 4MS 山下　潤也 やました　じゅんや
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 4WS 齋藤　夏 さいとう　なつ
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 4WS 佐藤　灯 さとう　あかり
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 4WS 鈴木　陽向 すずき　ひなた
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 5MS 池澤　岳大 いけざわ　たけひろ
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 5MS 本田　颯希 ほんだ　そうき
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 5WS 佐藤　凪 さとう　なぎ
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 5WS 田中　芽依 たなか　めい
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 5WS 本田　碧泉 ほんだ　あおい
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申込区分 都道府県 申込団体名 種目 選手名１ ふりかな１
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 5WS 山下　奈々 やました　なな
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 6MS 中野　真之介 なかの　しんのすけ
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 6WS 池澤　みずほ いけざわ　みずほ
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 6WS 川島　美南 かわしま　みなみ
メール 埼玉県 鳩ヶ谷ウィングス 6WS 鈴木　成美 すずき　なるみ
郵便 埼玉県 富士見ACE 5WS 小林　茜梨 こばやし　あかり
メール 埼玉県 本庄シャトルスター 4WS 中野　あい なかの　あい
メール 埼玉県 本庄シャトルスター 5MS 荒川　真輝 あらかわ　まさき
メール 埼玉県 本庄シャトルスター 5MS 伊藤　秀郷 いとう　ひでさと
メール 埼玉県 本庄シャトルスター 5WS 泉　桃花 いずみ　ももか
メール 埼玉県 本庄シャトルスター 5WS 塩原　咲良 しおばら　さくら
メール 埼玉県 本庄シャトルスター 5WS 星　南 ほし　みなみ
メール 埼玉県 本庄シャトルスター 6MS 高橋　栄希 たかはし　まさき
メール 埼玉県 本庄シャトルスター 6MS 中島　健吾 なかじま　けんご
メール 埼玉県 嵐山ジュニア 5WS 金井　綾香 かない　あやか
メール 埼玉県 嵐山ジュニア 5WS 馬場　汐里 ばば　しおり
メール 埼玉県 嵐山ジュニア 5WS 柳　舞花 やなぎ　まいか
メール 埼玉県 蓮田サウスシャトラーズ 4WS 太田　優海 おおた　うみ
メール 埼玉県 蓮田サウスシャトラーズ 4WS 小泉　理紗子 こいずみ　りさこ
メール 埼玉県 蓮田サウスシャトラーズ 4WS 新田　桃子 にった　ももこ
メール 埼玉県 蓮田サウスシャトラーズ 5MS 尾崎　拓海 おざき　たくみ
メール 埼玉県 蓮田サウスシャトラーズ 5MS 窪田　一仁 くぼた　かずと
メール 埼玉県 蓮田サウスシャトラーズ 5WS 大山　琴美 おおやま　ことみ
メール 埼玉県 蓮田サウスシャトラーズ 5WS 醍醐　和佳 だいご　わか
メール 埼玉県 蓮田サウスシャトラーズ 6MS 齊藤　樹 さいとう　たつき
メール 埼玉県 蓮田サウスシャトラーズ 6MS 渡辺　絃嵩 わたなべ　げんしゅう
メール 埼玉県 蓮田サウスシャトラーズ 6WS 金田　恵 かねだ　めぐみ
メール 埼玉県 蓮田サウスシャトラーズ 6WS 平田　若菜 ひらた　わかな
郵便 静岡県 御殿場ジュニアバドミントン 4MS 勝間田　聖亜 かつまた　せいあ
郵便 静岡県 御殿場ジュニアバドミントン 4WS 今井　沙耶 いまい　さや
郵便 千葉県 α野田ジュニア 2MS 山崎　諒羽 やまざき　りょう
郵便 千葉県 α野田ジュニア 2WS 栗原　琉夏 くりはら　るな
郵便 千葉県 α野田ジュニア 4WS 栗原　あかり くりはら　あかり
郵便 千葉県 α野田ジュニア 4WS 戸辺　友希乃 とべ　ゆきの
郵便 千葉県 α野田ジュニア 5MS 後藤　元気 ごとう　げんき
郵便 千葉県 α野田ジュニア 5WS 足立　佳奈 あだち　かな
郵便 千葉県 α野田ジュニア 6WS 平井　麻友 ひらい　まゆ
郵便 千葉県 α野田ジュニア 6WS 佐藤　佑香 さとう　ゆうか
郵便 千葉県 鎌ヶ谷ジュニア 2MS 木村　太洋 きむら　たいよう
郵便 千葉県 鎌ヶ谷ジュニア 4WS 遠山　実歩 とおやま　みほ
郵便 千葉県 鎌ヶ谷ジュニア 4WS 酒井　理夏 さかい　りか
郵便 千葉県 鎌ヶ谷ジュニア 5MS 井戸　悠生 いど　ゆうき
郵便 千葉県 鎌ヶ谷ジュニア 5MS 木村　航平 きむら　こうへい
郵便 千葉県 鎌ヶ谷ジュニア 5WS 巻口　実可 まきぐち　みか
郵便 千葉県 鎌ヶ谷ジュニア 6MS 菅原　彩人 すがわら　あやと
郵便 千葉県 鎌ヶ谷ジュニア 6WS 遠山　紗希 とおやま　さき
郵便 千葉県 鎌ヶ谷ジュニア 6WS 大竹　果穂 おおたけ　かほ
郵便 千葉県 鎌ヶ谷ジュニア 6WS 坂井　恭子 さかい　きょうこ
メール 千葉県 市原ジュニアバドミントンクラブ 5MS 吉田　昇永 よしだ　しょうえい
メール 千葉県 市原ジュニアバドミントンクラブ 6WS 石田　祐葵乃 いしだ　ゆきの
メール 千葉県 市原ジュニアバドミントンクラブ 6WS 矢崎　月子　 やざき　つきこ
メール 千葉県 市川ジュニアバドミントンクラブ 5MS 名葉　智信 なば　ともあき
メール 千葉県 市川ジュニアバドミントンクラブ 6WS 田房　実紅 たぶさ　みく
郵便 千葉県 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 2MS 石井　稜真 いしい　りょうま
郵便 千葉県 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 2WS すぎやま　愛結 すぎやま　あゆ
郵便 千葉県 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 4MS 原田　竜也 はらだ　たつや
郵便 千葉県 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 4WS 花嶋　美佑 はなしま　みゆう
郵便 千葉県 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 4WS 杉山　未来 すぎやま　みく
郵便 千葉県 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 5MS 松本　竜馬 まつもと　りょうま
郵便 千葉県 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 5WS 柳原　なな子 やなぎはら　ななこ
郵便 千葉県 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 5WS 嶺岸　理沙 みねぎし　りさ
郵便 千葉県 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 6WS 久松　美南 ひさまつ　みなみ
郵便 千葉県 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 6WS 宇津宮　彩乃 うつみや　あやの
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申込区分 都道府県 申込団体名 種目 選手名１ ふりかな１
郵便 千葉県 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 6WS 磯岡　彩夏 いそおか　さやか
メール 千葉県 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 2WS 梅崎　愛葉 うめさき　あいは
メール 千葉県 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 4WS 中村　珠来 なかむら　みく
メール 千葉県 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 4WS 藪崎　晶姫美 やぶさき　あきみ
メール 千葉県 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 4WS 横川　綾香 よこかわ　あやか
メール 千葉県 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 5MS 相沢　桃李 あいざわ　とうり
メール 千葉県 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 5MS 綿貫　航太 わたぬき　こうた
メール 千葉県 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 5WS 伊藤　眞緒 いとう　まお
メール 千葉県 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 5WS 平山  萌 ひらやま　もえ
メール 千葉県 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 6MS 上野　拓海 うえの　たくみ
メール 千葉県 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 6WS 林　沙映 はやし さえ
メール 千葉県 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 6WS 丸山　碧衣 まるやま　あおい
メール 千葉県 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 6WS 横川　優香 よこかわ　ゆうか
メール 東京都 Ｐｉｘｙ葛西 4MS 楊　奥翔 よう　おうしょう
メール 東京都 Ｐｉｘｙ葛西 5WS 清水　美穂 しみず　みほ
郵便 東京都 t.ishiba japan 2MS 谷津　央祐 やつ　おうすけ
郵便 東京都 t.ishiba japan 2WS 郡司　莉子 ぐんじ　りこ
郵便 東京都 t.ishiba japan 4MS 谷津　由祐 やつ　ゆうすけ
郵便 東京都 t.ishiba japan 4WS 庄子　未央 しょうじ　みお
郵便 東京都 t.ishiba japan 5MS 惣宇利　亮太 そうり　りょうた
郵便 東京都 t.ishiba japan 5MS 中尾　悠大 なかお　ゆうだい
郵便 東京都 t.ishiba japan 5WS 谷口　菜沙 たにぐち　なずな
郵便 東京都 t.ishiba japan 5WS 高橋　明日香 たかはし　あすか
郵便 東京都 t.ishiba japan 6MS 郡司　太一 ぐんじ　たいち
郵便 東京都 t.ishiba japan 6MS 田中　勇気 たなか　ゆうき
郵便 東京都 t.ishiba japan 6WS 秋庭　桃子 あきば　ももこ
郵便 東京都 t.ishiba japan 6WS 濱崎　未帆 はまさき　みほ
郵便 東京都 t.ishiba japan 6WS 若狭　由起子 わかさ　ゆきこ
郵便 東京都 サザンウィングス 2WS 本橋　和奏 もとはし　わかな
郵便 東京都 サザンウィングス 4MS 野澤　忠永 のざわ　ただなが
郵便 東京都 サザンウィングス 4WS 遠藤　理彩 えんどう　りさ
郵便 東京都 サザンウィングス 4WS 松本　恵梨奈 まつもと　えりな
郵便 東京都 サザンウィングス 5MS 本橋　航希 もとはし　こうき
郵便 東京都 サザンウィングス 5WS 角田　星奈 つのだ　せいな
郵便 東京都 サザンウィングス 5WS 武田　梨緒 たけだ　りお
郵便 東京都 サザンウィングス 6MS 大平　洸輝 おおひら　こうき
郵便 東京都 サザンウィングス 6WS 塩崎　日和 しおざき　ひより
メール 東京都 久松ジュニア 2WS 神谷　優香 かみや　ゆうか
メール 東京都 久松ジュニア 2WS 三島　凜 みしま　りん
メール 東京都 久松ジュニア 4WS 大西　葉月 おおにし　はづき
メール 東京都 久松ジュニア 4WS 田中　優名 たなか　ゆうな
メール 東京都 久松ジュニア 4WS 吉村　安未 よしむら　あみ
メール 東京都 久松ジュニア 5MS 寺沢　直希 てらさわ　なおき
メール 東京都 久松ジュニア 5MS 星野　淳次 ほしの　あつし
メール 東京都 久松ジュニア 5WS 原　千春 はら　ちはる
メール 東京都 久松ジュニア 6MS 西村　隆介 にしむら　りゅうすけ
メール 東京都 久松ジュニア 6MS 水野　祐太郎 みずの　ゆうたろう
メール 東京都 久松ジュニア 6WS 大西　彩乃 おおにし　あやの
メール 東京都 国分寺ジュニア 4WS 小林　奈未 こばやし　なみ
メール 東京都 国分寺ジュニア 4WS 税所　知子 さいしょ　ともこ
メール 東京都 国分寺ジュニア 5WS 戸張　結唯 とばり　ゆい
メール 東京都 国分寺ジュニア 6WS 川端　真央 かわばた　まお
メール 東京都 住吉スイング 4WS 片山　晴賀 かたやま　はるか
メール 東京都 住吉スイング 4WS 羽兼　杏夏 はがね　きょうか
メール 東京都 住吉スイング 4WS 羽兼　楓夏 はがね　ふうか
メール 東京都 住吉スイング 6WS 片山　結賀 かたやま　ゆか
メール 東京都 住吉スイング 6WS 田村　優佳 たむら　ゆうか
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 2MS 柴田　拓実 しばた　たくみ
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 2MS 松木　大弥 まつき　だいや
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 2WS 麻生　夏未 あそう　なつみ
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 2WS 田代　葵楓 たしろ　あいか
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 2WS 松本　芽莉 まつもと　めいり
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 4MS 藤川　海颯 ふじかわ　ありゅう
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申込区分 都道府県 申込団体名 種目 選手名１ ふりかな１
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 4WS 宇都　智加 うと　ちか
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 4WS 神尾　悠里 かみお　ゆり
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 4WS 宮崎　淳美 みやざき　あつみ
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 5MS 佐藤　翔真 さとう　しょうま
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 5MS 柴田　陽登 しばた　はると
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 5MS 田口　陽征 たぐち　あきまさ
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 5MS 山田　尚輝 やまだ　なおき
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 5WS 清川　成美 きよかわ　なるみ
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 5WS 小林　紗織 こばやし　さおり
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 5WS 七森　真央 ななもり　まお
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 6MS 斉藤　結一 さいとう　ゆういち
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 6MS 柴田　一樹 しばた　かずき
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 6MS 橋本　尚拓 はしもと　なおひろ
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 6MS 藤川　海瑠 ふじかわ　かいる
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 6WS 神尾　夏海 かみお　なつみ
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 6WS 佐々木　しおり ささき　しおり
メール 東京都 小平ジュニアバドミントンクラブ 6WS 杉浦　恭子 すぎうら　ゆきこ
郵便 東京都 青梅ジュニア 2MS 武井　凛生 たけい　りき
郵便 東京都 青梅ジュニア 2WS 松永　千怜 まつなが　ちさと
郵便 東京都 青梅ジュニア 2WS 戸崎　雪穂 とざき　ゆきほ
郵便 東京都 青梅ジュニア 4MS 武井　優太 たけい　ゆうた
郵便 東京都 青梅ジュニア 4MS 木村　彩斗 きむら　あやと
郵便 東京都 青梅ジュニア 4MS 松永　那津央 まつなが　なつお
郵便 東京都 青梅ジュニア 4WS 武井　幸姫 たけい　みさき
郵便 東京都 青梅ジュニア 5MS 小高　慧人 こだか　けいと
郵便 東京都 青梅ジュニア 5MS 小高　優人 こだか　ゆうと
郵便 東京都 青梅ジュニア 5WS 秋元　未幸 あきもと　みゆき
郵便 東京都 青梅ジュニア 5WS 大野　真美 おおの　まみ
郵便 東京都 青梅ジュニア 5WS 小沼　千晴 こぬま　ちはる
郵便 東京都 青梅ジュニア 6MS 河村　佑哉 かわむら　ゆうや
郵便 東京都 青梅ジュニア 6MS 松永　将輝 まつなが　まさき
メール 東京都 町田ＳｋｙＷｉｎｇｓ 5MS 大島　武生 おおしま　たけお
メール 東京都 調布ジュニア 4MS 大上　洸樹 おおがみ　こうき
メール 東京都 調布ジュニア 4WS 名取　空南 なとり　そらな
メール 東京都 調布ジュニア 5WS 大上　月佳 おおがみ　つきか
メール 東京都 調布ジュニア 6MS 工藤　達也 くどう　たつや
メール 東京都 調布ジュニア 6MS 田代　瑚 たしろ　れん
メール 東京都 調布ジュニア 6MS 中山　颯斗 なかやま　はやと
メール 東京都 田無マックスジュニア 6MS 小野寺　雅之 おのでら　まさゆき
メール 東京都 東村山フリューゲルス 2WS 藤田　美咲 ふじた　みさき
メール 東京都 東村山フリューゲルス 5MS 児玉　瞭弥 こだま　りょうや
メール 東京都 東村山フリューゲルス 5MS 丹羽　晴紀 にわ　はるき
メール 東京都 東村山フリューゲルス 5MS 樋口　飛光 ひぐち　ひかる
メール 東京都 東村山フリューゲルス 5WS 藤田　理沙 ふじた　りさ
メール 東京都 豊島シャトルズ 4WS 高橋　千夏 たかはし　ちなつ
メール 東京都 豊島シャトルズ 6MS 下関　元 しもぜき　げん
メール 東京都 豊島シャトルズ 6MS 谷口　英信 たにぐち　ひでのぶ
メール 東京都 豊島シャトルズ 6WS 有賀　玲奈 ありが　れな
メール 東京都 豊島シャトルズ 6WS 田島　帆海香 たじま　ほみか
メール 東京都 豊島シャトルズ 6WS 吉村　七美 よしむら　ななみ
メール 東京都 練馬アドバンスバドミントンクラブ 2MS 仁平　浩太 にへい　こうた
メール 東京都 練馬アドバンスバドミントンクラブ 5WS 仁平　水月 にへい　みずき
メール 東京都 練馬アドバンスバドミントンクラブ 5WS 宮本　日菜子 みやもと　ひなこ
メール 東京都 練馬アドバンスバドミントンクラブ 6MS 小川　良哉 おがわ　りょうや
メール 東京都 練馬アドバンスバドミントンクラブ 6MS 松崎　皓 まつざき　ひかる
メール 東京都 練馬ジュニアバドミントンクラブ 4MS 鹿野　湧気人 かの　ゆきと
メール 東京都 練馬ジュニアバドミントンクラブ 4WS 今井　玖良々 いまい　くらら
メール 東京都 練馬ジュニアバドミントンクラブ 5WS 正田　捺実 しょうだ　なつみ
メール 東京都 練馬ジュニアバドミントンクラブ 5WS 林　樂 はやし　もと
メール 東京都 練馬ジュニアバドミントンクラブ 5WS 平田　燈 ひらた　あかり
メール 東京都 練馬ジュニアバドミントンクラブ 6WS 栗原　杏佳 くりはら　きょうか
メール 栃木県 MBC 4WS 新井　奏奈 あらい　かな
メール 栃木県 MBC 4WS 大島　有夢 おおしま　あむ
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メール 栃木県 MBC 6WS 沖田　実優 おきた　みゆ
メール 栃木県 MBC 6WS 斎藤　日菜子 さいとう　ひなこ
メール 栃木県 MBC 6WS 三浦　遥 みうら　はるか
郵便 栃木県 みはら　スポーツ少年団 2MS 北川　史翔 きたがわ　ふみと
郵便 栃木県 みはら　スポーツ少年団 4MS 高橋　柊丞 たかはし　しゅうすけ
郵便 栃木県 みはら　スポーツ少年団 5MS 本巣　智央 もとす　ちひろ
郵便 栃木県 みはら　スポーツ少年団 5MS 北川　幸樹 きたがわ　こうき
郵便 栃木県 みはら　スポーツ少年団 6MS 狩野　大輔 かのう　だいすけ
郵便 栃木県 みはら　スポーツ少年団 6MS 岩田　和也 いわた　かずや
郵便 栃木県 宇都宮JB 4MS 廣木　俊輔 ひろき　しゅんすけ
郵便 栃木県 宇都宮JB 4WS 大貫　桃子 おおぬき　ももこ
郵便 栃木県 宇都宮JB 4WS 薄井　さくら うすい　さくら
郵便 栃木県 宇都宮JB 4WS 大垣　友南 おおがき　ゆうな
郵便 栃木県 宇都宮JB 5WS 大垣　日南 おおがき　ひな
郵便 栃木県 宇都宮JB 6WS 中嶋　美来 なかじま　みらい
郵便 栃木県 宇都宮JB 6WS 栗原　江梨香 くりはら　えりか
郵便 栃木県 宇都宮JB 6WS 福本　晴香 ふくもと　はるか
郵便 栃木県 宇都宮ダッシングクラブ 4MS 森　心ノ丞 もり　しんのすけ
郵便 栃木県 宇都宮ダッシングクラブ 6MS 稲垣　智也 いながき　ともや
メール 栃木県 宇都宮プーナクラブＪｒ 6MS 加藤　昇太 かとう　しょうた
メール 栃木県 河内JBS 5WS 秋葉　萌々子 あきば　ももこ
メール 栃木県 河内JBS 6MS 寺田　真也 てらだ　しんや
メール 栃木県 河内JBS 6WS 櫻井　瑞歩 さくらい　みずほ
メール 栃木県 河内JBS 6WS 島田　未来 しまだ　みく
メール 栃木県 御幸スポーツ少年団バドミントン部 4WS 柿沼　志帆 かきぬま　しほ
メール 栃木県 御幸スポーツ少年団バドミントン部 4WS 新田　凪 にった　なぎさ
メール 栃木県 御幸スポーツ少年団バドミントン部 4WS 新田　光 にった　ひかる
メール 栃木県 御幸スポーツ少年団バドミントン部 5MS 鈴木　雄治 すずき　ゆうじ
メール 栃木県 御幸スポーツ少年団バドミントン部 6WS 阿久津　莉那 あくつ　りな
メール 栃木県 御幸スポーツ少年団バドミントン部 6WS 平野　美羽 ひらの　みう
メール 栃木県 御幸スポーツ少年団バドミントン部 6WS 宮内　結衣 みやうち　ゆい
メール 栃木県 今泉スポーツ少年団バドミントン部 2MS 林　龍之介 はやし　りゅうのすけ
メール 栃木県 今泉スポーツ少年団バドミントン部 2WS 山本　琴乃 やまもと　ことの
メール 栃木県 今泉スポーツ少年団バドミントン部 2WS 山本　鈴乃 やまもと　すずの
メール 栃木県 今泉スポーツ少年団バドミントン部 4MS 朝倉　穂高 あさくら　ほたか
メール 栃木県 小山ジュニアバドミントンクラブ 4MS 若林　由亮 わかばやし　よしあき
メール 栃木県 小山ジュニアバドミントンクラブ 4WS 海老原　香澄 えびはら　かすみ
メール 栃木県 小山ジュニアバドミントンクラブ 4WS 土屋　芽依美 つちや　めいみ
メール 栃木県 小山ジュニアバドミントンクラブ 4WS 吉田　瑠実 よしだ　るみ
メール 栃木県 小山ジュニアバドミントンクラブ 5MS 塚本　翔太 つかもと　しょうた
メール 栃木県 小山ジュニアバドミントンクラブ 5WS 藤田　真尋 ふじた　まひろ
メール 栃木県 小山ジュニアバドミントンクラブ 5WS 桝谷　志穂 ますや　しほ
メール 栃木県 小山ジュニアバドミントンクラブ 6MS 尾田　悠十 おだ　ゆうと
メール 栃木県 小山ジュニアバドミントンクラブ 6WS 石塚　楓菜 いしづか　ふうな
メール 栃木県 小山ジュニアバドミントンクラブ 6WS 海老原　詩織 えびはら　しおり
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 2WS 髙﨑　柚那 たかさき　ゆな
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 4MS 齋藤　響太 さいとう　きょうた
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 4WS 入野　由唯 いりの　ゆい
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 4WS 岩本　莉奈 いわもと　りな
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 4WS 高橋　麗華 たかはし　れいか
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 4WS 根岸　優衣 ねぎし　ゆい
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 5MS 川﨑　龍也 かわさき　りゅうや
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 5MS 齋藤　圭汰 さいとう　けいた
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 5MS 佐藤　大介 さとう　だいすけ
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 5MS 髙﨑　拓希 たかさき　ひろき
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 5MS 横須賀　光 よこすか　ひかる
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 5WS 阿部　友香 あべ　ゆうか
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 5WS 郷間　花音 ごうま　かのん
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 6MS 鷹箸　悠平 たかのはし　ゆうへい
メール 栃木県 上戸祭・西が岡バドミントンクラブ 6MS 村井　翔 むらい　しょう
メール 栃木県 城東小バドミントン部 6WS 勇　優芽 いさみ　ゆめ
メール 栃木県 城東小バドミントン部 6WS 井澤　あやね いざわ　あやね
メール 栃木県 城東小バドミントン部 6WS 田崎　千晴 たさき　ちはる
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申込区分 都道府県 申込団体名 種目 選手名１ ふりかな１
メール 栃木県 足利ジュニア 2MS 穴原　怜弥 あなはら　れいや
メール 栃木県 足利ジュニア 2MS 渡邉　俊祐 わたなべ　しゅんすけ
メール 栃木県 足利ジュニア 2WS 新井　瞳伽 あらい　まどか
メール 栃木県 足利ジュニア 2WS 安藤　光希 あんどう　みつき
メール 栃木県 足利ジュニア 4MS 岩下　亮介 いわした　りょうすけ
メール 栃木県 足利ジュニア 4MS 渡邉　一輝 わたなべ　かずき
メール 栃木県 足利ジュニア 4WS 新井　杏奈 あらい　あんな
メール 栃木県 足利ジュニア 4WS 梅澤　かりん うめざわ　かりん
メール 栃木県 足利ジュニア 5WS 菊地　陽向子 きくち　ひなこ
メール 栃木県 足利ジュニア 5WS 高橋　明日香 たかはし　あすか
メール 栃木県 足利ジュニア 6WS 大関　令奈 おおぜき　れな
メール 栃木県 足利ジュニア 6WS 齋藤　桃菜 さいとう　ももな
メール 栃木県 足利ジュニア 6WS 為貝　歩美 ためがい　あゆみ
メール 長野県 南信ジュニア 5WS 伊藤　千晶 いとう　ちあき
メール 新潟県 阿賀野ジュニアﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 6MS 藤田　啓汰 ふじた　けいた
メール 新潟県 阿賀野ジュニアﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 6WS 小菅　留実 こすげ　るみ
メール 新潟県 小須戸バドミントンスポーツ少年団 4MS 二村　春熙 にむら　はるき
郵便 新潟県 小野Jr．バドミントンクラブ 2MS 目崎　駿太郎 めざき　しゅんたろう
郵便 新潟県 小野Jr．バドミントンクラブ 4MS 石澤　樹 いしざわ　たつき
郵便 新潟県 小野Jr．バドミントンクラブ 4WS 韮澤　美羽 にらさわ　みう
郵便 新潟県 小野Jr．バドミントンクラブ 4WS 石田　有紀乃 いしだ　ゆきの
郵便 新潟県 小野Jr．バドミントンクラブ 4WS 石田　有彩 いしだ　ありさ
郵便 新潟県 小野Jr．バドミントンクラブ 5WS 永井　瀬雰 ながい　せぶん
郵便 新潟県 小野Jr．バドミントンクラブ 6WS 目崎　澪 めざき　みお
郵便 新潟県 小野Jr．バドミントンクラブ 6WS 栃本　ゆき乃 とちもと　ゆきの
メール 新潟県 中野島JBC 4MS 高橋　快 たかはし　かい
メール 新潟県 中野島JBC 5MS 高橋　玄 たかはし　げん
メール 兵庫県 ｔｏｍｏジュニア 4WS 友金　舞羽 ともかね　まいは
メール 兵庫県 ｔｏｍｏジュニア 5MS 友金　利玖斗 ともかね　りくと
メール 福島県 ＧｌｏｒｙＣｌｕｂ 5WS 薄葉　あやめ うすば　あやめ
メール 福島県 ＧｌｏｒｙＣｌｕｂ 5WS 斉藤　真琴 さいとう　まこと
メール 福島県 ＧｌｏｒｙＣｌｕｂ 6MS 星野　慎太朗 ほしの　しんたろう
メール 福島県 ＧＰＷジュニア 2MS 玉川　尚 たまがわ　じょう
メール 福島県 ＧＰＷジュニア 4MS 大畑　龍平 おおはた　りゅうへい
メール 福島県 ＧＰＷジュニア 4MS 斉藤　悠吾 さいとう　ゆうご
メール 福島県 ＧＰＷジュニア 4WS 千葉　美采 ちば　みこと
メール 福島県 ＧＰＷジュニア 5MS 高上　麟龍 たかじょう　りんりゅう
メール 福島県 ＧＰＷジュニア 5MS 玉川　大 たまがわ　やまと
メール 福島県 会津ジュニア 6MS 花見　臨 はなみ　のぞむ
メール 福島県 東和キッズバドミントンクラブ 5MS 高野　晃良 たかの　あきら
メール 北海道 小樽ＳＡＷＡジュニア 2WS 森　瑞稀 もり　みずき
メール 北海道 小樽ＳＡＷＡジュニア 5MS 奥芝　悠平 おくしば　ゆうへい
メール 北海道 小樽ＳＡＷＡジュニア 5WS 石井　まなか いしい　まなか
メール 北海道 田仁バドクラブ 2MS 毛利　隼人 もうり　はやと
メール 北海道 田仁バドクラブ 4MS 大上　陸 おおかみ　りく
メール 北海道 田仁バドクラブ 4MS 毛利　悠人 もうり　ゆうと
メール 北海道 田仁バドクラブ 5MS 斉藤　大樹 さいとう　ひろき
メール 北海道 田仁バドクラブ 5WS 小林　郁美 こばやし　いくみ
メール 北海道 田仁バドクラブ 6WS 高畠　満千香 たかはた　みちか
メール 北海道 登別バドミントン少年団 4WS 桜庭　ほのか さくらば　ほのか
メール 宮城県 あおばイーグルス 6MS 佐藤　雄輝 さとう　ゆうき
メール 宮城県 塩竈ジュニアバドミントンクラブ 4WS 内海　円伽 うつみ　まどか
メール 宮城県 塩竈ジュニアバドミントンクラブ 4WS 庄司　茉以 しょうじ　まい
メール 宮城県 塩竈ジュニアバドミントンクラブ 4WS 山上　舞夏 やまがみ　まいか
メール 宮城県 塩竈ジュニアバドミントンクラブ 4WS 和島　百燿 わじま　ももか
メール 宮城県 塩竈ジュニアバドミントンクラブ 5WS 工藤　菜々未 くどう　ななみ
メール 宮城県 塩竈ジュニアバドミントンクラブ 5WS 鈴木　ゆうき すずき　ゆうき
メール 宮城県 塩竈ジュニアバドミントンクラブ 6MS 佐々木　太一 ささき　たいち
メール 宮城県 塩竈ジュニアバドミントンクラブ 6MS 菅原　理史 すがわら　さとし
メール 宮城県 塩竈ジュニアバドミントンクラブ 6WS 足利　祐稀乃 あしかが　ゆきの
メール 宮城県 塩竈ジュニアバドミントンクラブ 6WS 熱海　咲良 あつみ　さくら
メール 宮城県 塩竈ジュニアバドミントンクラブ 6WS 保原　彩夏 ほばら　さやか
メール 宮城県 仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 2WS 山浦　波瑠 やまうら　なる
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申込区分 都道府県 申込団体名 種目 選手名１ ふりかな１
メール 宮城県 仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 4MS 寺島　颯大 てらしま　はやた
メール 宮城県 仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 4WS 小松　莉菜 こまつ　りな
メール 宮城県 仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 5WS 小野寺　奏瑛 おのでら　かなえ
メール 宮城県 仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 5WS 柴田　桜 しばた　さくら
メール 宮城県 仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 6MS 韮澤　智樹 にらさわ　ともき
メール 宮城県 仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 6WS 繁田　みほ しげた　みほ
メール 宮城県 仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 6WS 徳能　あすか とくのう　あすか
メール 宮城県 仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 6WS 半澤　未来 はんざわ　みく
メール 宮城県 木ノ下ジュニア 4MS 大内　悠輝 おおうち　ゆうき
メール 宮城県 連坊ジュニアバドミントンクラブ 5MS 大沼　勇太 おおぬま　ゆうた
メール 宮城県 連坊ジュニアバドミントンクラブ 6WS 大森　優衣 おおもり　ゆい
メール 山形県 ふじかげバドミントンスポーツ少年団 2WS 原田　美唯 はらだ　みゆ
メール 山形県 ふじかげバドミントンスポーツ少年団 5WS 長塚　葵衣 ながつか　あおい
メール 山形県 ふじかげバドミントンスポーツ少年団 6WS 原田　淑麗 はらだ　じゅら
メール 山形県 ふじかげバドミントンスポーツ少年団 6WS 吉田　爽 よしだ　さやか
郵便 山形県 山口バドミントンスポーツ少年団 4WS 大沼　友里愛 おおぬま　ゆりあ
郵便 山形県 山口バドミントンスポーツ少年団 5WS 伊藤　愛 いとう　まな
郵便 山形県 山口バドミントンスポーツ少年団 6MS 大島　千聖 おおしま　ちさと
郵便 山形県 山口バドミントンスポーツ少年団 6MS 鈴木　遊 すずき　ゆう
郵便 山形県 山口バドミントンスポーツ少年団 6WS 伊藤　清華 いとう　さやか
郵便 山形県 山口バドミントンスポーツ少年団 6WS 村山　可純 むらやま　かすみ
郵便 山形県 山口バドミントンスポーツ少年団 6WS 伊藤　汐里 いとう　しおり
メール 山形県 長井バドミントンＪ・Ｓ・Ｃ 2WS 梅津　茉那 うめつ　まな
メール 山形県 長井バドミントンＪ・Ｓ・Ｃ 4MS 髙橋　翔馬 たかはし　しょうま
メール 山形県 長井バドミントンＪ・Ｓ・Ｃ 5MS 牛澤　晃太 うしざわ　こうた
メール 山形県 長井バドミントンＪ・Ｓ・Ｃ 6MS 斎藤　理貴 さいとう　りき
メール 山形県 鶴岡ＪＢＣ 4MS 本間　暉人 ほんま　あきと
メール 山形県 鶴岡ＪＢＣ 6MS 渋谷　光希 しぶや　こうき
メール 山形県 南部シャトルスポーツ少年団 4WS 遠藤　育帆 えんどう　なるほ
メール 山形県 米沢南部ＪＢＣ 4MS 赤木　優佑 あかき　ゆうすけ
メール 山形県 米沢南部ＪＢＣ 4MS 遠藤　黎 えんどう　れい
メール 山形県 米沢南部ＪＢＣ 4MS 高木　健志郎 たかぎ　けんしろう
メール 山形県 米沢南部ＪＢＣ 4MS 仁科　樹一 にしな　じゅいち
メール 山形県 米沢南部ＪＢＣ 4WS 齋藤　ゆき さいとう　ゆき
メール 山形県 米沢南部ＪＢＣ 4WS 三上　菜月 みかみ　なづき
メール 山形県 米沢南部ＪＢＣ 5MS 近藤　直希 こんどう　なおき
メール 山形県 米沢南部ＪＢＣ 5WS 大泉　菜々江 おおいずみ　ななえ
メール 山形県 米沢南部ＪＢＣ 5WS 齋藤　ななみ さいとう　ななみ
メール 山形県 米沢南部ＪＢＣ 6MS 遠藤　裕二 えんどう　ゆうじ
メール 山形県 米沢南部ＪＢＣ 6MS 神居　大輝 かみい　ひろき
メール 山形県 米沢南部ＪＢＣ 6MS 鈴木　将也 すずき　まさや
メール 山形県 米沢南部ＪＢＣ 6WS 佐藤　あゆみ さとう　あゆみ
メール 山梨県 勝沼ジュニア 4MS 中澤　康静 なかざわ　こうせい
メール 山梨県 勝沼ジュニア 4WS 陰山　一美 かげやま　ひとみ
メール 山梨県 勝沼ジュニア 4WS 輿石　江里香 こしいし　えりか
メール 山梨県 勝沼ジュニア 4WS 佐藤　実野里 さとう　みのり
メール 山梨県 勝沼ジュニア 5MS 古屋　聖 ふるや　のあ
メール 山梨県 勝沼ジュニア 5MS 三森　公威 みつもり　きみたけ
メール 山梨県 勝沼ジュニア 6MS 井口　泰貴 いぐち　やすたか
メール 山梨県 勝沼ジュニア 6MS 佐藤　祐輔 さとう　ゆうすけ
メール 山梨県 勝沼ジュニア 6MS 原澤　政弥 はらさわ　まさや
メール 山梨県 勝沼ジュニア 6WS 内田　有香 うちだ　ゆうか
メール 山梨県 勝沼ジュニア 6WS 風間　裕美 かざま　ひろみ
メール 山梨県 勝沼ジュニア 6WS 阪本　理菜 さかもと　りな


