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ハルトノスポーツ少年団 6MS 青木　俊樹 あおき　としき 1 茨城

ハルトノスポーツ少年団 6MS 新宅　雄 しんたく　たける 2 茨城

ハルトノスポーツ少年団 6MS 平井　杏二 ひらい　あんじ 3 茨城

ハルトノスポーツ少年団 5MS 松永　尚樹 まつなが　なおき 1 茨城

ハルトノスポーツ少年団 4MS 伊藤　聡馬 いとう　そうま 1 茨城

ハルトノスポーツ少年団 4MS 志賀　光 しが　ひかる 2 茨城

ハルトノスポーツ少年団 4MS 松永　晃治 まつなが　こうじ 3 茨城

ハルトノスポーツ少年団 2MS 小峯　優大 こみね　ゆうだい 1 茨城

ハルトノスポーツ少年団 2MS 飯泉　大地 いいずみ　だいち 2 茨城

ハルトノスポーツ少年団 6WS 芳村　萌映子 よしむら　もえこ 1 茨城

ハルトノスポーツ少年団 6WS 小堤　榛菜 おづつみ　はるな 2 茨城

ハルトノスポーツ少年団 6WS 町田　華梨 まちだ　かりん 3 茨城

ハルトノスポーツ少年団 6WS 宮本　綾佳 みやもと　あやか 4 茨城

ハルトノスポーツ少年団 5WS 岩岡　みのり いわおか　みのり 1 茨城

ハルトノスポーツ少年団 4WS 杉山　薫 すぎやま　かおる 1 茨城

ハルトノスポーツ少年団 4WS 桜井　彬乃 さくらい　あきの 2 茨城

ハルトノスポーツ少年団 4WS 小川　実咲 おがわ　みさき 3 茨城

ハルトノスポーツ少年団 2WS 小堤　帆実 おづつみ　ほのみ 1 茨城

ハルトノスポーツ少年団 2WS 西田　妃織 にしだ　しおり 2 茨城

取手ジュニア 5WS 葉梨　皐月 はなし　さつき 1 茨城

取手ジュニア 2WS 後藤　咲々 ごとう　ささ 1 茨城

大井沢バドミントンスポーツ少年団 2MS 百瀬　友翔 ももせ　ゆうと 1 茨城

大井沢バドミントンスポーツ少年団 6WS 淀　英恵 よど　はなえ 1 茨城

大井沢バドミントンスポーツ少年団 5WS 染谷　菜々美 そめや　ななみ 1 茨城

大井沢バドミントンスポーツ少年団 5WS 小林　遥香 こばやし　はるか 2 茨城

大井沢バドミントンスポーツ少年団 4WS 淀　美幸 よど　みゆき 1 茨城

大井沢バドミントンスポーツ少年団 4WS 小林　和佳奈 こばやし　わかな 2 茨城

大井沢バドミントンスポーツ少年団 2WS 百瀬　由梨 ももせ　ゆり 1 茨城

東少年バドミントンスポーツ少年団 6MS 高島　巧太 たかしま　こうた 1 茨城

東少年バドミントンスポーツ少年団 4MS 石倉　一磨 いしくら　かずま 1 茨城

東少年バドミントンスポーツ少年団 4MS 大森　　匠 おおもり　たくみ 2 茨城

東少年バドミントンスポーツ少年団 6WS 安達　友妃 あだち　ゆうひ 1 茨城

東少年バドミントンスポーツ少年団 6WS 佐川　智香 さがわ　ともか 2 茨城

東少年バドミントンスポーツ少年団 6WS 木内　彩乃 きうち　あやの 3 茨城

東少年バドミントンスポーツ少年団 6WS 石倉　百華 いしくら　ももか 4 茨城

東少年バドミントンスポーツ少年団 5WS 海老澤　彩 えびさわ　あや 1 茨城

東少年バドミントンスポーツ少年団 5WS 小川　明華 おがわ　はるか 2 茨城

東少年バドミントンスポーツ少年団 5WS 小吹　久瑠実 おぶき　くるみ 3 茨城

東少年バドミントンスポーツ少年団 5WS 永沼　澪奈 ながぬま　れな 4 茨城

東少年バドミントンスポーツ少年団 4WS 小吹　菜凪実 おぶき　ななみ 1 茨城

豊ジュニア 5MS 滝本　千裕 たきもと　ちひろ 1 茨城

豊ジュニア 4MS 富田　剣斗 とみた　けんと 1 茨城

豊ジュニア 2MS 糸谷　ひかる いとや　ひかる 1 茨城

豊ジュニア 6WS 信坂　怜奈 のぶさか　れな 1 茨城

豊ジュニア 5WS 鈴木　幸恵 すずき　ゆきえ 1 茨城

明野ちびっ子バドミントンクラブ 6MS 水越　駿介 みずこし　しゅんすけ 1 茨城

明野ちびっ子バドミントンクラブ 5MS 松田　俊哉 まつだ　しゅんや 1 茨城

明野ちびっ子バドミントンクラブ 5MS 吉田　純 よしだ　じゅん 2 茨城

明野ちびっ子バドミントンクラブ 5MS 窪前　大希 くぼまえ　だいき 3 茨城

明野ちびっ子バドミントンクラブ 4MS 稲光　翔太郎 いなみつ　しょうたろう 1 茨城
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明野ちびっ子バドミントンクラブ 4MS 大吉　慧 おおよし　さとる 2 茨城

明野ちびっ子バドミントンクラブ 6WS 新井　水樹 あらい　みずき 1 茨城

明野ちびっ子バドミントンクラブ 5WS 廣瀬　朱里 ひろせ　あかり 1 茨城

恋南バドミントンスポーツ少年団 4MS 山下　啓輔 やました　けいすけ 1 茨城

恋南バドミントンスポーツ少年団 4MS 岡野　藍輝 おかの　あいき 2 茨城

恋南バドミントンスポーツ少年団 4MS 片岡　剛月 かたおか　ごうき 3 茨城

恋南バドミントンスポーツ少年団 6WS 奥村　華奈 おくむら　かな 1 茨城

恋南バドミントンスポーツ少年団 6WS 原田　夏希 はらだ　なつき 2 茨城

恋南バドミントンスポーツ少年団 5WS 松本　千穂 まつもと　ちほ 1 茨城

恋南バドミントンスポーツ少年団 5WS 小松崎　花鈴 こまつざき　かりん 2 茨城

恋南バドミントンスポーツ少年団 4WS 原田　光莉 はらだ　ひかり 1 茨城

恋南バドミントンスポーツ少年団 4WS 原田　朱莉 はらだ　あかり 2 茨城

都南ジュニアフューチャーズ 5MS 藤澤　佳史 ふじさわ　よしふみ 1 岩手

南城小バドミントン育成会 5MS 久慈　友也 くじ　ともや 1 岩手

燕沢ジュニアバドミントンクラブ 6MS 菅野　雅稀 かんの　まさき 1 宮城

燕沢ジュニアバドミントンクラブ 5MS 庄司　健太郎 しょうじ　けんたろう 1 宮城

燕沢ジュニアバドミントンクラブ 4MS 大場　啓生 おおば　ひろき 1 宮城

燕沢ジュニアバドミントンクラブ 6WS 佐藤　麗那 さとう　れな 1 宮城

燕沢ジュニアバドミントンクラブ 6WS 石垣　梨果 いしがき　りか 2 宮城

塩釜ジュニアバドミントンクラブ 6WS 和島　百燿 わじま　ももか 1 宮城

多賀城ＪＢＣ（宮城県） 4MS 堀籠　大翔 ほりごめ　だいと 1 宮城

多賀城ＪＢＣ（宮城県） 2MS 相澤　大智 あいざわ　だいち 1 宮城

多賀城ＪＢＣ（宮城県） 5WS 鈴木　悠加 すずき　ゆうか 1 宮城

多賀城ＪＢＣ（宮城県） 4WS 相澤　栞里 あいざわ　しおり 1 宮城

木ノ下ジュニア 6MS 大内　悠輝 おおうち　ゆうき 1 宮城

MCジュニアバドミントンクラブ 6MS 大河内　翼 おおこうち　つばさ 1 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 6MS 石川　拓実 いしかわ　たくみ 2 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 4MS 石川　誠基 いしかわ　まさき 3 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 4MS 本合　叶尚 ほんごう　かなた 1 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 4MS 関口　龍二 せきぐち　りゅうじ 2 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 6WS 本合　智景 ほんごう　ちかげ 1 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 6WS 大日方　麗央 おびなた　りお 2 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 6WS 川角　稀子 かわすみ　きこ 3 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 6WS 須永　美紀 すなが　みき 4 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 5WS 野村　朱里 のむら　あかり 1 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 5WS 関口　優衣 せきぐち　ゆい 2 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 5WS 青木　美樹 あおき　みき 3 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 4WS 久保田　鈴音 くぼた　すずね 1 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 4WS 星野　知沙　 ほしの　ちず 2 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 4WS 武井　陽香 たけい　はるか 3 群馬

MCジュニアバドミントンクラブ 4WS 坪田　倫子 つぼた　ともこ 4 群馬

強戸ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 6WS 小野　梨花 おの　りんか 1 群馬

強戸ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 5WS 山田　絢音 やまだ　あやね 1 群馬

強戸ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 4WS 矢野　渚 やの　なぎさ 1 群馬

強戸ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 4WS 小野　涼奈 おの　すずな 2 群馬

桐生ジュニア 5WS 松井　美優 まつい　みゆ 1 群馬

桐生ジュニア 5WS 橋本　しずく はしもと　しずく 2 群馬

前橋東 6MS 五十嵐　達哉 いがらし　たつや 1 群馬

前橋東 5MS 矢畑　加月 やばた　かづき 1 群馬

前橋東 5MS 小野里　幸汰 おのざと　こうた 2 群馬



第18回埼玉ヨネックスオープンジュニアバドミントン大会参加者名簿

申込団体名 種目 選手名 ふりかな 申込順 都道府県

前橋東 5MS 桒原　彰吾 くわばら　しょうご 3 群馬

前橋東 6WS 後藤　彩音 ごとう　あやね 1 群馬

前橋東 4WS 五十嵐　遥香 いがらし　はるか 1 群馬

前橋東 4WS 近藤　ななみ こんどう　ななみ 2 群馬

前橋東 2WS 山口　菜摘 1 群馬

前橋東 2WS 近藤　ももな 2 群馬

前橋東 2WS 平野　詩音 3 群馬

スカイブルー 5WS 岩本　ひより いわもと　ひより 1 高知

Ｓ・Ｇ・Ａ 6WS 長谷川　実南 はせがわ　みなみ 1 埼玉

Ｓ・Ｇ・Ａ 6WS 仲田　有花 なかだ　ゆうか 2 埼玉

Ｓ・Ｇ・Ａ 6WS 飯塚　美波 いいづか　みなみ 3 埼玉

Ｓ・Ｇ・Ａ 5WS 小島　結衣 こじま　ゆい 1 埼玉

Ｓ・Ｇ・Ａ 5WS 竹森　彩乃 たけもり　あやの 2 埼玉

Ｓ・Ｇ・Ａ 5WS 加藤　未響 かとう　みき 3 埼玉

Ｓ・Ｇ・Ａ 4WS 小池　愛子 こいけ　あいこ 1 埼玉

Ｓ・Ｇ・Ａ 4WS 野口　彩花 のぐち　あやか 2 埼玉

Ｓ・Ｇ・Ａ 2WS 小島　紗季 こじま　さき 1 埼玉

Ｓ・Ｇ・Ａ 2WS 渡邊　美結 わたなべ　みゆ 2 埼玉

ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 5MS 佐藤　一真 さとう　かずま 1 埼玉

ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 4MS 八重樫　涼平 やえがし　りょうへい 1 埼玉

ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 6WS 岡田　知子 おかだ　ともこ 1 埼玉

ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 6WS 渡邉　梨花 わたなべ　りか 2 埼玉

ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 5WS 近藤　実輝 こんどう　みき 1 埼玉

ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 4WS 遠藤　愛 えんどう　まな 1 埼玉

ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 4WS 近藤　泉実 こんどう　いずみ 2 埼玉

アドバンス 6WS 荒井　菜月 あらい　なつき 1 埼玉

アドバンス 5WS 高橋　智穂 たかはし　ちほ 1 埼玉

アドバンス 5WS 三好　野乃花 みよし　ののか 2 埼玉

イーストフレンド 4WS 内田　莉里花 うちだ　りりか 1 埼玉

イーストフレンド 4WS 内田　純美礼 うちだ　すみれ 2 埼玉

シャトラーズ 6WS 飯田　海優 いいだ　みゆ 1 埼玉

チャレンジャー 6MS 吾妻　健太郎 あづま　けんたろう 1 埼玉

チャレンジャー 4MS 熊田　圭修 くまだ　けいすけ 1 埼玉

チャレンジャー 6WS 本田　悠理 ほんだ　ゆうり 1 埼玉

チャレンジャー 6WS 山田　楓 やまだ　かえで 2 埼玉

チャレンジャー 6WS 細井　真瑠奈 ほそい　まるな 3 埼玉

チャレンジャー 6WS 木村　伊吹 きむら　いぶき 4 埼玉

チャレンジャー 5WS 中條　由菜 なかじょう　ゆうな 1 埼玉

チャレンジャー 4WS 関野　里真 せきの　りま 1 埼玉

久喜ABC 6MS 町田　笙太郎 まちだ　しょうたろう 1 埼玉

久喜ABC 6WS 折原　莉音 おりはら　りおん 1 埼玉

久喜ABC 5WS 清水　茉佑 しみず　まゆ 1 埼玉

久喜ABC 5WS 大野　菜摘 おおの　なつみ 2 埼玉

久喜フレンズ 6WS 松原　海奈 まつばら　みいな 1 埼玉

久喜フレンズ 6WS 田中　柚衣 たなか　ゆい 2 埼玉

久喜フレンズ 6WS 福田　楓 ふくだ　かえで 3 埼玉

久喜フレンズ 6WS 岡田　栞里 おかだ　しおり 4 埼玉

久喜フレンズ 6WS 田村　奏音 たむら　かのん 5 埼玉

三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ 2MS 村本　拓海 むらもと　たくみ 1 埼玉

三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ 4WS 倉島　美咲 くらしま　みさき 1 埼玉
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三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ 2WS 大熊　優香 おおくま　ゆか 1 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 6MS 浜松　大河 はままつ　たいが 1 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 5MS 佐藤　颯我 さとう　ふうが 1 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 4MS 入山　昇希 いりやま　しょうき 1 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 4MS 大澤　史和 おおさわ　ふみかず 2 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 4MS 星　雄人 ほし　ゆうと 3 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 6WS 阿相　茉衣 あそう　まい 1 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 6WS 志和　さくら しわ　さくら 2 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 6WS 臼田　葵 うすだ　あおい 3 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 6WS 荒明　優那 あらあけ　ゆうな 4 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 5WS 福井　美空 ふくい　みく 1 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 5WS 大澤　佳歩 おおさわ　かほ 2 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 5WS 手戸　愛理 てと　あいり 3 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 5WS 千葉　綾乃 ちば　あやの 4 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 4WS 小磯　維織 こいそ　いおり 1 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 4WS 村木　善知 むらき　うと 2 埼玉

志木ジュニアバドミントンクラブ 2WS 小笠原　志歩 おがさわら　しほ 1 埼玉

出羽バドミンタンジュニアクラブ 6MS 岩上　駿太 いわがみ　しゅんた 1 埼玉

出羽バドミンタンジュニアクラブ 4MS 坪倉　太陽 つぼくら　たいよう 1 埼玉

出羽バドミンタンジュニアクラブ 4WS 井上　花菜 いのうえ　はな 1 埼玉

春日部白翔 5MS 坂田　蓮 さかた　れん 1 埼玉

春日部白翔 5MS 澤田　涼介 さわだ　りょうすけ 2 埼玉

春日部白翔 4MS 鈴木　俊也 すずき　しゅんや 1 埼玉

所沢ジュニア 6MS 緑川　大輝 みどりかわ　ひろき 1 埼玉

所沢ジュニア 6MS 近藤　将史 こんどう　まさし 2 埼玉

所沢ジュニア 5MS 後藤　サン ごどう　さん 1 埼玉

所沢ジュニア 4MS 山本　一輝 やまもと　かずき 1 埼玉

所沢ジュニア 6WS 高橋　未羽 たかはし　みう 1 埼玉

所沢ジュニア 6WS 田中　月菜 たなか　るな 2 埼玉

所沢ジュニア 6WS 榎本　紗貴 えのもと　さき 3 埼玉

所沢ジュニア 6WS 安楽　桃花 あんらく　ももか 4 埼玉

所沢ジュニア 6WS 矢部　優愛 やべ　ゆうあ 5 埼玉

所沢ジュニア 4WS 田中　寿奈 たなか　ひさな 1 埼玉

所沢ジュニア 4WS 山根　千遥 やまね　ちはる 2 埼玉

小川ドリームジュニアバドミントンスポーツ少年団 6WS 大野　彩希 おおの　さき 1 埼玉

小川ドリームジュニアバドミントンスポーツ少年団 6WS 筋野　ゆうき すじの　ゆうき 2 埼玉

小川ドリームジュニアバドミントンスポーツ少年団 6WS 福田　朋実 ふくだ　ともみ 3 埼玉

小川ドリームジュニアバドミントンスポーツ少年団 5WS 筋野　そら すじの　そら 1 埼玉

小川ドリームジュニアバドミントンスポーツ少年団 5WS 清水　玲菜 しみず　れな 2 埼玉

庄和シャトルズ 6MS 平野　与史基 ひらの　よしき 1 埼玉

庄和シャトルズ 5MS 本間　隆太郎 ほんま　りゅうたろう 1 埼玉

庄和シャトルズ 6WS 岡　紅葉 おか　もみじ 1 埼玉

庄和シャトルズ 6WS 颯佐　真衣 さっさ　まい 2 埼玉

庄和シャトルズ 6WS 和田　歩実 わだ　あゆみ 3 埼玉

庄和シャトルズ 5WS 古山　羽留 ふるやま　はる 1 埼玉

鶴ヶ島Ａｎｅｌｓ 6MS 鵜川　大也 うかわ　だいや 1 埼玉

鶴ヶ島Ａｎｅｌｓ 5MS 山田　裕規 やまだ　ゆうき 1 埼玉

鶴ヶ島Ａｎｅｌｓ 4MS 内野　陽太 うちの　はるた 1 埼玉

鶴ヶ島Ａｎｅｌｓ 4MS 山本　英人 やまもと　ひでと 2 埼玉

鶴ヶ島Ａｎｅｌｓ 4MS 五十嵐　瞭介 いがらし　りょうすけ 3 埼玉
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鶴ヶ島Ａｎｅｌｓ 6WS 真橋　果帆 まばし　かほ 1 埼玉

鶴ヶ島Ａｎｅｌｓ 6WS 五十嵐　みづき いがらし　みづき 2 埼玉

鶴ヶ島Ａｎｅｌｓ 6WS 青木　杏香　 あおき　きょうか 3 埼玉

鶴ヶ島Ａｎｅｌｓ 6WS 長島 乃愛 ながしま　のあ 4 埼玉

鶴ヶ島Ａｎｅｌｓ 5WS 江口　温々香 えぐち　ののか 1 埼玉

鶴ヶ島Ａｎｅｌｓ 4WS 佐野　真奈花 さの　まなか 1 埼玉

鶴ヶ島Ａｎｅｌｓ 4WS 長島　果穂 ながしま　かほ 2 埼玉

鶴ヶ島Ａｎｅｌｓ 4WS 正木　媛乃 まさき　ひめの 3 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 6MS 鈴木　翔馬 すずき　しょうま 1 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 6MS 松本　哲弥 まつもと　てつや 2 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 6MS 佐藤　修輔 さとう　しゅうすけ 3 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 5MS 山下　潤也 やました　じゅんや 1 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 5MS 川島　直也 かわしま　なおや 2 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 5MS 嶋田　匡明 しまだ　まさあき 3 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 5MS 中野　雄一郎 なかの　ゆういちろう 4 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 5MS 藤田　直己 ふじた　なおき 5 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 4MS 鈴木　悠太 すずき　ゆうた 1 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 4MS 福岡　祐希 ふくおか　ゆうき 2 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 4MS 高橋　翔太 たかはし　しょうた 3 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 2MS 中野　柊太郎 なかの　しゅうたろう 1 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 6WS 齋藤　夏 さいとう　なつ 1 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 6WS 佐藤　灯 さとう　あかり 2 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 5WS 鈴木　陽向 すずき　ひなた 1 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 5WS 高橋　彩花 たかはし　あやか 2 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 4WS 本田　胡桃 ほんだ　くるみ 1 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 4WS 草間　唯花 くさま　ゆいか 2 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 4WS 長澤　里菜 ながさわ　りな 3 埼玉

鳩ヶ谷ウイングス 4WS 萩原　結希 はぎわら　ゆき 4 埼玉

美杉台ダックスバドミントンクラブ 6MS 渡辺　純平 わたなべ　じゅんぺい 1 埼玉

美杉台ダックスバドミントンクラブ 6MS 高岡　賢人 たかおか　けんと 2 埼玉

美杉台ダックスバドミントンクラブ 5MS 島本　和騎 しまもと　かずき 1 埼玉

美杉台ダックスバドミントンクラブ 5MS 宇田川　魁星 うだがわ　かいせい 2 埼玉

美杉台ダックスバドミントンクラブ 6WS 林　ユニ はやし　ゆに 1 埼玉

美杉台ダックスバドミントンクラブ 6WS 吉田　真優 よしだ　まひろ 2 埼玉

美杉台ダックスバドミントンクラブ 4WS 渡邊　有紗 わたなべ　ありさ 1 埼玉

美杉台ダックスバドミントンクラブ 4WS 佐藤　しずく さとう　しずく 2 埼玉

美杉台ダックスバドミントンクラブ 4WS 林　ナノ はやし　なの 3 埼玉

本庄シャトルスター 4MS 杉浦　希実 すぎうら　のぞみ 1 埼玉

本庄シャトルスター 4MS 大出　健太 おおいで　けんた 2 埼玉

本庄シャトルスター 6WS 菊地　彩花 きくち　さやか 1 埼玉

本庄シャトルスター 6WS 長川　彩香 ながかわ　あやか 2 埼玉

本庄シャトルスター 6WS 中野　あい なかの　あい 3 埼玉

本庄シャトルスター 6WS 福島　彩夢 ふくしま　あやね 4 埼玉

本庄シャトルスター 5WS 大澤　芽生 おおさわ　めい 1 埼玉

本庄シャトルスター 5WS 中野　美月 なかの　みづき 2 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 6MS 長谷部　凌 はせべ　りょう 1 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 5MS 大熊　青葉 おおくま　あおば 1 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 5MS 河野　樹 こうの　いつき 2 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 4MS 松村　拓哉 まつむら　たくや 1 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 4MS 時田　貴章 ときた　たかあき 2 埼玉
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蓮田サウスシャトラーズ 6WS 新田　桃子 にった　ももこ 1 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 6WS 太田　優海 おおた　うみ 2 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 6WS 小泉　理紗子 こいずみ　りさこ 3 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 6WS 千葉　さやか ちば　さやか 4 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 6WS 大熊　希 おおくま　のぞみ 5 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 5WS 八角　実侑 やすみ　みゆ 1 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 5WS 秋庭　美羽 あきば　みう 2 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 5WS 小森　有紗 こもり　ありさ 3 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 5WS 佐々木　花菜 ささき　かな 4 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 5WS 元田　英奈 もとだ　はな 5 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 4WS 新田　莉子 にった　りこ 1 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 4WS 八角　真帆 やすみ　まほ 2 埼玉

蓮田サウスシャトラーズ 4WS 秋庭　夢来 あきば　むく 3 埼玉

ふじかげバドミントンスポーツ少年団 5MS 渋谷　文騎 しぶや　ふみき 1 山形

ふじかげバドミントンスポーツ少年団 4MS 長塚　拓弥 ながつか　たくや 1 山形

ふじかげバドミントンスポーツ少年団 6WS 渡辺　紋未 わたなべ　あみ 1 山形

ふじかげバドミントンスポーツ少年団 5WS 清野　優香 せいの　ゆうか 1 山形

ふじかげバドミントンスポーツ少年団 4WS 原田　美唯 はらだ　みゆ 1 山形

山口バドミントンスポーツ少年団 6MS 山口　湧大 やまぐち　ゆうだい 1 山形

山口バドミントンスポーツ少年団 5MS 小野　剛嗣 おの　つよし 1 山形

山口バドミントンスポーツ少年団 6WS 大沼　友里愛 おおぬま　ゆりあ 1 山形

山口バドミントンスポーツ少年団 6WS 渡邊　唯 わたなべ　ゆい 2 山形

山口バドミントンスポーツ少年団 6WS 青柳　朱音 あおやぎ　あかね 3 山形

山口バドミントンスポーツ少年団 6WS 滝口　莉彩 たきぐち　りさ 4 山形

山口バドミントンスポーツ少年団 5WS 原　舞華 はら　まいか 1 山形

長井JSC 5MS 髙橋　翔馬 たかはし　しょうま 1 山形

長井JSC 5WS 菅野　涼葉 かんの　すずは 1 山形

長井JSC 5WS 横山　香鈴 よこやま　かりん 2 山形

長井JSC 5WS 髙橋　佳蓮 たかはし　かれん 3 山形

長井JSC 4WS 梅津　茉那 うめつ　まな 1 山形

長井JSC 4WS 加藤　綾菜 かとう　あやな 2 山形

鶴岡ジュニアバドミントンクラブ 6MS 本間　暉人 ほんま　あきと 1 山形

鶴岡ジュニアバドミントンクラブ 2WS 小野　輝莉 おの　ひかり 1 山形

天童市バドミントンスポ－ツ少年団 5WS 庄司　晴香 しょうじ　はるか 1 山形

米沢南部JBC 6MS 赤木　優佑 あかき　ゆうすけ 1 山形

米沢南部JBC 6MS 遠藤　黎 えんどう　れい 2 山形

米沢南部JBC 6MS 仁科　樹一 にしな　じゅいち 3 山形

米沢南部JBC 6WS 三上　菜月 みかみ　なづき 1 山形

米沢南部JBC 6WS 竹村　瑠菜 たけむら　るな 2 山形

米沢南部JBC 5WS 齋藤　ゆき さいとう　ゆき 1 山形

勝沼ジュニア 6MS 中澤　康静 なかざわ　こうせい 1 山梨

勝沼ジュニア 5MS 安間　太一 やすま　たいち 1 山梨

勝沼ジュニア 5MS 内田　康介 うちだ　こうすけ 2 山梨

勝沼ジュニア 4MS 佐藤　秀 さとう　しゅう 1 山梨

勝沼ジュニア 6WS 輿石　江里香 こしいし　えりか 1 山梨

勝沼ジュニア 6WS 佐藤　実野里 さとう　みのり 2 山梨

勝沼ジュニア 6WS 鈴木　葵 すずき　あおい 3 山梨

勝沼ジュニア 6WS 矢野　瑞葵 やの　みずき 4 山梨

勝沼ジュニア 4WS 横内　美海 よこうち　みう 1 山梨

増穂ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 6MS 齊藤　司 さいとう　つかさ 1 山梨
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増穂ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 6MS 保坂　匠海 ほさか　たくみ 2 山梨

増穂ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 6MS 深澤　拓真 ふかさわ　たくま 3 山梨

増穂バドミントンスポーツ少年団 6WS 野田　遥加 のだ　はるか 1 山梨

南アルプスジュニアバドミントンスポーツ少年団 6MS 倉園　光太郎 くらぞの　こうたろう 1 山梨

南アルプスジュニアバドミントンスポーツ少年団 2MS 時田　瑞己 ときた　みずき 1 山梨

南アルプスジュニアバドミントンスポーツ少年団 5WS 村松　有佳 むらまつ　ゆうか 1 山梨

南アルプスジュニアバドミントンスポーツ少年団 5WS 名取　真菜 なとり　まな 2 山梨

南アルプスジュニアバドミントンスポーツ少年団 4WS 林　舞優 はやし　まゆ 1 山梨

ＡＣＴジュニア 6WS 加藤　史菜 かとう　ふみな 1 秋田

神岡ジュニアバドミントンクラブ 6WS 松田　羽奏 まつた　わかな 1 秋田

神岡ジュニアバドミントンクラブ 6WS 小林　優華 こばやし　ゆうか 2 秋田

八郎潟レイクジュニアバドミントンクラブ 4WS 鎌田　璃珠 かまだ　りみ 1 秋田

プログレス 4MS 矢田　武蔵 やだ　むさし 1 新潟

プログレス 2MS 矢田　風雅 やだ　ふうが 1 新潟

プログレス 5WS 坂井　叶 さかい　かなえ 1 新潟

阿賀野ジュニアバトミントンクラブ 6MS 石塚　凌 いしづか　りょう 1 新潟

阿賀野ジュニアバトミントンクラブ 6MS 大月　一摩 おおつき　かずま 2 新潟

阿賀野ジュニアバトミントンクラブ 6MS 小林　悠斗 こばやし　ゆうと 3 新潟

阿賀野ジュニアバトミントンクラブ 5MS 斉藤　由樹 さいとう　よしき 1 新潟

阿賀野ジュニアバトミントンクラブ 6WS 小菅　民 こすげ　みん 1 新潟

阿賀野ジュニアバトミントンクラブ 5WS 渡辺　花穂 わたなべ　かほ 1 新潟

宮浦バドミントンスクール 2MS 北村　周 きたむら　しゅう 1 新潟

宮浦バドミントンスクール 2MS 大橋　宏太郎 おおはし　こうたろう 2 新潟

宮浦バドミントンスクール 5WS 北村　柚 きたむら　ゆう 1 新潟

宮浦バドミントンスクール 5WS 渡辺　遥 わたなべ　はるか 2 新潟

五泉バンビーノ 5MS 小西　泰世 こにし　たいせい 1 新潟

五泉バンビーノ 4MS 小西　典太 こにし　てんた 1 新潟

五泉バンビーノ 2MS 齋藤　駿 さいとう　しゅん 1 新潟

五泉バンビーノ 5WS 齋藤　愛寧 さいとう　あいね 1 新潟

五泉バンビーノ 4WS 白井　楓伽 しらい　ふうか 1 新潟

坂井輪ジュニアバドミントンクラブ 5WS 五十嵐　優花 いからし　ゆうか 1 新潟

坂井輪ジュニアバドミントンクラブ 4WS 松山　祐実 まつやま　ゆみ 1 新潟

小須戸バドミントンスポーツ少年団 6WS 高山　理奈 たかやま　りな 1 新潟

小須戸バドミントンスポーツ少年団 5WS 小武　知世 こたけ　ともよ 1 新潟

小野Ｊｒ．バドミントンクラブ 6MS 石澤　樹 いしざわ　たつき 1 新潟

小野Ｊｒ．バドミントンクラブ 4MS 目﨑　駿太郎 めざき　しゅんたろう 1 新潟

小野Ｊｒ．バドミントンクラブ 4MS 佐藤　悠仁 さとう　ゆうと 2 新潟

小野Ｊｒ．バドミントンクラブ 6WS 韮澤　美羽 にらさわ　みう 1 新潟

小野Ｊｒ．バドミントンクラブ 6WS 五十嵐　温 いからし　のどか 2 新潟

小野Ｊｒ．バドミントンクラブ 6WS 石田　有彩 いしだ　ありさ 3 新潟

小野Ｊｒ．バドミントンクラブ 6WS 佐野　未海子 さの　みみこ 4 新潟

小野Ｊｒ．バドミントンクラブ 5WS 石井　亜海 いしい　あみ 1 新潟

小野Ｊｒ．バドミントンクラブ 4WS 長谷川　未来 はせがわ　みく 1 新潟

小野Ｊｒ．バドミントンクラブ 2WS 韮澤　百羽 にらさわ　ももは 1 新潟

中野島ＪＢＣスポーツ少年団 5MS 高橋　快 たかはし　かい 1 新潟

NP神奈川 6MS 鈴木 雄大 すずき ゆうだい 1 神奈川

NP神奈川 6MS 仲田 康太 なかだ こうた 2 神奈川

NP神奈川 6MS 江頭 竹時 えがしら たけと 3 神奈川

NP神奈川 5MS 平本 錦樹 ひらもと にしき 1 神奈川

NP神奈川 5MS 栁沼 直紀 やぎぬま なおき 2 神奈川
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NP神奈川 4MS 小野 泰平 おの たいへい 1 神奈川

NP神奈川 4MS 末永 逸貴 すえなが いつき 2 神奈川

NP神奈川 4MS 江頭 桜空 えがしら おうすけ 3 神奈川

NP神奈川 4MS 安孫子 輝忠 あびこ てるただ 4 神奈川

NP神奈川 4MS 藺藤 真咲 いとう まさき 5 神奈川

NP神奈川 2MS 山本 宗汰 やまもと そうた 1 神奈川

NP神奈川 2MS 平本 正樹 ひらもと たかき 2 神奈川

NP神奈川 2MS 田中 魁 たなか かい 3 神奈川

NP神奈川 2MS 成勢 朝陽 なるせ あさひ 4 神奈川

NP神奈川 6WS 高橋 佳希 たかはし かの 1 神奈川

NP神奈川 6WS 山本 夏己 やまもと なつき 2 神奈川

NP神奈川 6WS 渡邉 紗菜 わたなべ さな 3 神奈川

NP神奈川 6WS 成勢 晴日 なるせ はるひ 4 神奈川

NP神奈川 5WS 原島 彩乃 はらしま あやの 1 神奈川

NP神奈川 5WS 頼住 佳乃 よりずみ かの 2 神奈川

NP神奈川 4WS 田中 蛍 たなか けい 1 神奈川

NP神奈川 4WS 山田 紗桜里 やまだ さおり 2 神奈川

NP神奈川 4WS 田村 光里 たむら ひかり 3 神奈川

チームイシバジャパン（TIJ) 5WS 郡司　莉子 ぐんじ　りこ 1 東京

Team　 RISE 6MS 香月　海渡 かつき　かいと 1 神奈川

Team　 RISE 5MS 武藤　映樹 むとう　てるき 1 神奈川

Team　 RISE 5MS 覧村　龍之介 みむら　りゅうのすけ 2 神奈川

Team　 RISE 2WS 神﨑　美結 かんざき　みう 1 神奈川

綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 5MS 小室　直椰 こむろ　なおや 1 神奈川

綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 5MS 岡部　隼 おかべ　はやと 2 神奈川

綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 4MS 大久保　智也 おおくぼ　ともや 1 神奈川

綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 4MS 田中　陽太 たなか　ようた 2 神奈川

綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 6WS 岩瀬　愛夏 いわせ　まなか 1 神奈川

綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 6WS 関　琴音 せき　ことね 2 神奈川

綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 4WS 岩瀬　ましろ いわせ　ましろ 1 神奈川

綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 4WS 佐々木　りん ささき　りん 2 神奈川

横浜ジュニアバドミントンクラブ 5MS 梅蔭　勇太 うめかげ　ゆうた 1 神奈川

横浜白山バドミントンスポーツ少年団 6MS 荒瀬　一輝 あらせ　かずき　　 1 神奈川

横浜白山バドミントンスポーツ少年団 6MS 稲垣　樹 いながき　たつき 2 神奈川

横浜白山バドミントンスポーツ少年団 6WS 藤　亜里紗 ふじ　ありさ 1 神奈川

横浜白山バドミントンスポーツ少年団 6WS 花田　紗希 はなだ　さき 2 神奈川

横浜白山バドミントンスポーツ少年団 6WS 山口　裕子 やまぐち　ゆうこ 3 神奈川

横浜白山バドミントンスポーツ少年団 6WS 當眞　未唯 とうま　みゆ 4 神奈川

横浜白山バドミントンスポーツ少年団 5WS 斉木　晴香 さいき　はるか 1 神奈川

横浜白山バドミントンスポーツ少年団 4WS 石井　なつみ　 いしい　なつみ 1 神奈川

横浜白山バドミントンスポーツ少年団 4WS 山口　由夏 やまぐち　ゆか 2 神奈川

横浜白山バドミントンスポーツ少年団 2WS 荒瀬　翠栞 あらせ　みかん 1 神奈川

串川育成会 4MS 川端　真人 かわばた　まなと 1 神奈川

串川育成会 4MS 川端　唯人 かわばた　ゆいと 2 神奈川

串川育成会 4MS 伊藤　太樹 いとう　たいき 3 神奈川

串川育成会 4MS 吉井　智秋 よしい　ともあき 4 神奈川

串川育成会 4MS 大木　優介 おおき　ゆうすけ 5 神奈川

串川育成会 2MS 渡辺　匠海 わたなべ　たくみ 1 神奈川

串川育成会 5WS 末上　緋菜 すえかみ　ひな 1 神奈川

串川育成会 4WS 鶴田　小春 つるた　こはる 1 神奈川
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串川育成会 4WS 原　楓 はら　かえで 2 神奈川

大清水バドミントンｽﾎﾟｰﾂ少年団 5WS 武藤　璃海 むとう　りな 1 神奈川

大清水バドミントンｽﾎﾟｰﾂ少年団 5WS 永田　繭 ながた　まゆ 2 神奈川

大清水バドミントンｽﾎﾟｰﾂ少年団 4WS 森　愛恵 もり　まなみ 1 神奈川

片平ブレイヴ 6MS 山脇　聡太 やまわき　そうた 1 神奈川

片平ブレイヴ 6MS 山田　勝己 やまだ　かつみ 2 神奈川

七戸ジュニアバドミントンクラブ 6MS 瀬川　大智 せがわ　だいち 1 青森

七戸ジュニアバドミントンクラブ 6WS 亀田　彩乃 かめだ　あやの 1 青森

七戸ジュニアバドミントンクラブ 4WS 瀬川　あい せがわ　あい 1 青森

八戸ジュニアバドミントンクラブ 5WS 赤坂　玲奈 あかさか　れいな 1 青森

浪岡ジュニアバドミントンクラブ 6MS 奈良岡　功大 ならおか　こうだい 1 青森

浪岡ジュニアバドミントンクラブ 6MS 藤林　輝 ふじばやし　あきら 2 青森

浪岡ジュニアバドミントンクラブ 6MS 成田　凌 なりた　りょう 3 青森

浪岡ジュニアバドミントンクラブ 5MS 大平　啓人 おおだいら　けいと 1 青森

浪岡ジュニアバドミントンクラブ 4MS 安田　宗平 やすだ　しゅうへい 1 青森

浪岡ジュニアバドミントンクラブ 6WS 木村　早希 きむら　さき 1 青森

浪岡ジュニアバドミントンクラブ 4WS 小林　寿来 こばやし　じゅら 1 青森

浪岡ジュニアバドミントンクラブ 4WS 太田　陽菜 おおた　はるな 2 青森

伊東ワールド 5MS 平岡　佑太 ひらおか　ゆうた 1 静岡

伊東ワールド 2WS 平岡　遥 ひらおか　はるか 1 静岡

伊東ワールド 2WS 平岡　萌 ひらおか　もえ 2 静岡

富士山バドミントンクラブ 6MS 小野田　泰地 おのだ　たいち 1 静岡

OKジュニアバドミントンクラブ 6MS 松本　紳 まつもと　しん 1 石川

OKジュニアバドミントンクラブ 6WS 中村　優里 なかむら　ゆうり 1 石川

OKジュニアバドミントンクラブ 6WS 前坂　聖来 まえさか　せいら 2 石川

OKジュニアバドミントンクラブ 5WS 山口　佳乃 やまぐち　かの 1 石川

OKジュニアバドミントンクラブ 4WS 吉田　茜夕美 よしだ　あゆみ 1 石川

OKジュニアバドミントンクラブ 4WS 前坂　琴里 まえさか　ことり 2 石川

松任ジュニアバトミントンクラブ 6MS 西野　颯人 にしの　はやと 1 石川

松任ジュニアバトミントンクラブ 6WS 北浜　英 きたはま　はな 1 石川

松任ジュニアバトミントンクラブ 6WS 藤田　理世 ふじた　りよ 2 石川

松任ジュニアバトミントンクラブ 6WS 河西　櫻 かわにし　さくら 3 石川

松任ジュニアバトミントンクラブ 5WS 寺中　青空 てらなか　そら 1 石川

松任ジュニアバトミントンクラブ 5WS 谷口　未璃唯 たにぐち　みりい 2 石川

松任ジュニアバトミントンクラブ 5WS 中島　歩美 なかしま　あゆみ 3 石川

松任ジュニアバトミントンクラブ 4WS 開　美緒 ひらき　みお 1 石川

松任ジュニアバトミントンクラブ 4WS 寺瀬　百華 てらせ　ももか 2 石川

松任ジュニアバトミントンクラブ 4WS 伊藤　菜望 いとう　なつみ 3 石川

大徳ジュニアバドミントンクラブ 5MS 堂野　嵐 どうの　あらし 1 石川

大徳ジュニアバドミントンクラブ 2MS 奥村　涼大 おくむら　りょうだい 1 石川

大徳ジュニアバドミントンクラブ 6WS 奥村　雪乃 おくむら　ゆきの 1 石川

大徳ジュニアバドミントンクラブ 6WS 堂野　茉鈴 どうの　まりん 2 石川

大徳ジュニアバドミントンクラブ 6WS 関屋　向奈花 せきや　ひなか 3 石川

大徳ジュニアバドミントンクラブ 5WS 吉浦　愛花 よしうら　まなか 1 石川

大徳ジュニアバドミントンクラブ 5WS 関屋　伊織 せきや　いおり 2 石川

大徳ジュニアバドミントンクラブ 4WS 多崎　千帆 たさき　ちほ 1 石川

大徳ジュニアバドミントンクラブ 2WS 多崎　未波 たさき　みわ 1 石川

野々市ジュニアバドミントンクラブ 4MS 石田　悠斗 いした　ゆうと 1 石川

シャトル桜木 6WS 石子　愛 いしこ　あい 1 千葉

シャトル桜木 6WS 酒井　理夏 さかい　りか 2 千葉
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シャトル桜木 5WS 大澤　千鶴 おおさわ　ちづる 1 千葉

鎌ヶ谷ジュニア 4MS 木村　太洋 きむら　たいよう 1 千葉

鎌ヶ谷ジュニア 4MS 二見　俊輔 ふたみ　しゅんすけ 2 千葉

鎌ヶ谷ジュニア 6WS 遠山　実歩 とおやま　みほ 1 千葉

鎌ヶ谷ジュニア 5WS 花嶋　美佑 はなしま　みゆう 1 千葉

市原ジュニアバドミントンクラブ 6MS 平田　太陽 ひらた　たいよう 1 千葉

市原ジュニアバドミントンクラブ 5WS 木暮　若菜 こぐれ　わかな 1 千葉

市原ジュニアバドミントンクラブ 4WS 長嶋　穂希 ながしま　ほまれ 1 千葉

市原ジュニアバドミントンクラブ 2WS 林　咲空 はやし　さくら 1 千葉

市原ジュニアバドミントンクラブ 2WS 赤澤　涼華 あかざわ　すずか 2 千葉

松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 4MS 安保　瑠城 あんぽ　りゅうき 1 千葉

松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 4MS 中川　創太 なかがわ　そうた 2 千葉

松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 2MS 安保　武輝 あんぽ　むつき 1 千葉

柏南部ジュニアバドミントンクラブ 5MS 畑中　裕翔 はたなか　ゆうと 1 千葉

柏南部ジュニアバドミントンクラブ 4MS 田口　聖也 たぐち　せいや 1 千葉

柏南部ジュニアバドミントンクラブ 6WS 藪崎　晶姫美 やぶさき　あきみ 1 千葉

柏南部ジュニアバドミントンクラブ 6WS 横川　綾香 よこかわ　あやか 2 千葉

柏南部ジュニアバドミントンクラブ 6WS 中村　珠来 なかむら　みく 3 千葉

柏南部ジュニアバドミントンクラブ 6WS 渡邊　桜子 わたなべ　ももこ 4 千葉

柏南部ジュニアバドミントンクラブ 5WS 山辺　莉花 やまべ　りか 1 千葉

柏南部ジュニアバドミントンクラブ 5WS 横田　千乃 よこた　ゆきの 2 千葉

柏南部ジュニアバドミントンクラブ 5WS 小山　瑠花 こやま　るか 3 千葉

柏南部ジュニアバドミントンクラブ 4WS 石塚　日菜子 いしづか　ひなこ 1 千葉

柏南部ジュニアバドミントンクラブ 4WS 横田　彩香 よこた　あやか 2 千葉

柏南部ジュニアバドミントンクラブ 4WS 梅崎　愛葉 うめざき　あいは 3 千葉

サザンウィングス 6WS 遠藤　理彩 えんどう　りさ 1 東京

サザンウィングス 4WS 本橋　和奏 もとはし　わかな 1 東京

サザンウィングス 4WS 桜井　美月 さくらい　みづき 2 東京

サザンウィングス 2WS 山口　ひかり やまぐち　ひかり 1 東京

久松ジュニア 6MS 神谷　将史 かみや　まさし 1 東京

久松ジュニア 6MS 岡本　悠真 おかもと　ゆうま 2 東京

久松ジュニア 6MS 上野　竜輝 うえの　たつき 3 東京

久松ジュニア 4MS 上野　太耀 うえの　たいよう 1 東京

久松ジュニア 2MS 神谷　慎史 かみや　しんじ 1 東京

久松ジュニア 6WS 田中　優名 たなか　ゆうな 1 東京

久松ジュニア 5WS 竹本　陽菜 たけもと　ひなた 1 東京

久松ジュニア 5WS 宮本　京佳 みやもと　きょうか 2 東京

久松ジュニア 4WS 神谷　優香 かみや　ゆうか 1 東京

久松ジュニア 4WS 三島　凜 みしま　りん 2 東京

久松ジュニア 4WS 松丸　海咲 まつまる　みさき 3 東京

久松ジュニア 4WS 森内　春花 もりうち　はるか 4 東京

鷹番ジュニア 5WS Hana　Gunawan ハナ　グナワン 1 東京

練馬ジュニアバドミントンクラブ 6WS 森　唯花 もり　ゆうか 1 東京

練馬ジュニアバドミントンクラブ 5WS 今井　玖良々 いまい　くらら 1 東京

練馬ジュニアバドミントンクラブ 4WS 重見　ゆきの しげみ　ゆきの 1 東京

城東バドミントン 6WS 斉藤　惟杏 さいとう　いあん 1 栃木

ガティジュニア 6MS 岩下　亮介 いわした　りょうすけ 1 栃木

ガティジュニア 5MS 多田　晴陽 ただ　はるや 1 栃木

ガティジュニア 4MS 穴原　怜弥 あなはら　れいや 1 栃木

ガティジュニア 2MS 遠藤　陽哉 えんどう　はるや 1 栃木
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ガティジュニア 6WS 梅澤　かりん うめざわ　かりん 1 栃木

ガティジュニア 4WS 安藤　光希 あんどう　みつき 1 栃木

ガティジュニア 2WS 遠藤　美羽 えんどう　みはね 1 栃木

ガティジュニア 2WS 穐山　梨奈 あきやま　りな 2 栃木

みはらスポーツ少年団　 5MS 神山　和輝 かみやま　かずき 1 栃木

みはらスポーツ少年団　 4MS 北川　史翔 きたがわ　ふみと 1 栃木

みはらスポーツ少年団　 4MS 小林　謙介 こばやし　けんすけ 2 栃木

宇都宮ダッシングクラブ 6MS 森　　心ノ丞 もり　しんのすけ 1 栃木

宇都宮ダッシングクラブ 4MS 林　　隆之介 はやし　りゅうのすけ 1 栃木

宇都宮ダッシングクラブ 2MS 林　　顕吾 はやし　けんご 1 栃木

御幸スポーツ少年団バドミントン部 6WS 大島　有夢 おおしま　あむ 1 栃木

御幸スポーツ少年団バドミントン部 6WS 薄井　さくら うすい　さくら 2 栃木

御幸スポーツ少年団バドミントン部 6WS 余川　未来 よかわ　みく 3 栃木

御幸スポーツ少年団バドミントン部 5WS 柿沼　志帆 かきぬま　しほ 1 栃木

御幸スポーツ少年団バドミントン部 5WS 新田　凪 にった　なぎさ 2 栃木

御幸スポーツ少年団バドミントン部 5WS 新田　光 にった　ひかる 3 栃木

御幸スポーツ少年団バドミントン部 4WS 大島　茉心 おおしま　まこ 1 栃木

今市ジュニアバドミントンクラブ 4MS 荻原　聖也 おぎわら　せいや 1 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 6MS 寺内　翔海 てらうち　かける 1 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 5MS 若林　由亮 わかばやし　よしあき 1 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 4MS 仁科　潤海 にしな　ひろみ 1 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 4MS 寺内　瑠 てらうち　りゅう 2 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 4MS 田口　智大 たぐち　ともひろ 3 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 4MS 福島　直希 ふくしま　なおき 4 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 6WS 吉田　瑠実 よしだ　るみ 1 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 6WS 海老原　香澄 えびはら　かすみ 2 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 6WS 土屋　芽依美 つちや　めいみ 3 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 6WS 千葉　柚妃 ちば　ゆずき 4 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 5WS 伊藤　玲香 いとう　れいか 1 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 5WS 大出　千尋 おおで　ちひろ 2 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 4WS 日吉　華子 ひよし　はなこ 1 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 4WS 大貫　未夢 おおぬき　みゆ 2 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 4WS 高崎　夏未 たかさき　なつみ 3 栃木

小山ジュニアバドミントンクラブ 4WS 伊藤　朱里 いとう　しゅり 4 栃木

上戸祭バドミントンスポーツ少年団 6MS 齋藤　響太 さいとう　きょうた 1 栃木

上戸祭バドミントンスポーツ少年団 5MS 芦澤　優知 あしざわ　ゆうち 1 栃木

上戸祭バドミントンスポーツ少年団 5MS 大垣　颯太 おおがき　そうた 2 栃木

上戸祭バドミントンスポーツ少年団 4MS 横須賀　丞 よこすか　すすむ 1 栃木

上戸祭バドミントンスポーツ少年団 6WS 高橋　麗華 たかはし　れいか 1 栃木

上戸祭バドミントンスポーツ少年団 6WS 入野　由唯 いりの　ゆい 2 栃木

上戸祭バドミントンスポーツ少年団 6WS 八嶋　ひより やしま　ひより 3 栃木

上戸祭バドミントンスポーツ少年団 5WS 根岸　優衣 ねぎし　ゆい 1 栃木

上戸祭バドミントンスポーツ少年団 5WS 岩本　莉奈 いわもと　りな 2 栃木

上戸祭バドミントンスポーツ少年団 4WS 髙﨑　柚那 たかさき　ゆな 1 栃木

足利ジュニアバドミントンクラブ 6MS 渡邉　一輝 わたなべ　かずき 1 栃木

足利ジュニアバドミントンクラブ 4MS 渡邉　俊祐 わたなべ　しゅんすけ 1 栃木

足利ジュニアバドミントンクラブ 6WS 新井　杏奈 あらい　あんな 1 栃木

足利ジュニアバドミントンクラブ 6WS 中村　有希 なかむら　ゆき 2 栃木

足利ジュニアバドミントンクラブ 4WS 新井　瞳伽 あらい　まどか 1 栃木

安永バドミントンスクール 4MS 高山　優太 たかやま　ゆうた 1 福井
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安永バドミントンスクール 6WS 高山　玲奈 たかやま　れいな 1 福井

DOLPHIN'S 4MS 八岩　慎之介 やついわ　しんのすけ 1 福岡

Glory Club 6MS 白土　徹 しらど　てつ 1 福島

Glory Club 6MS 白戸　敦也 しろと　あつや 2 福島

Glory Club 5MS 薄葉　健大 うすば　けんた 1 福島

GPWジュニア 6MS 齊藤　悠吾 さいとう　ゆうご 1 福島

GPWジュニア 5WS 千葉　美采 ちば　みこと 1 福島

旭川東栄少年団 5WS 中田　千沙妃 なかた　ちさき 1 北海道

シャトルハント 6WS 開発　莉子 かいはつ　りこ 1 北海道

シャトルハント 4WS 開発　茉子 かいはつ　まこ 1 北海道

釧路ジュニア 5MS 阿部　奏大 あべ　かなた 1 北海道

釧路ジュニア 2MS 阿部　学斗 あべ　まなと 1 北海道

札幌ＪＢＣ 5MS 吉田　稜 よしだ　りょう 1 北海道

札幌ＪＢＣ 4MS 吉田　翼 よしだ　つばさ 1 北海道

大同ジュニア 6MS 岡嶋　慧 おかじま　あきら 1 北海道

大同ジュニア 6MS 野上　拓哉 のがみ　たくや 2 北海道

大同ジュニア 5MS 岡﨑　夏太 おかざき　なつた 1 北海道

大同ジュニア 4MS 中谷　冠太 なかたに　かんた 1 北海道

大同ジュニア 6WS 毛利　美月 もうり　みづき 1 北海道

大同ジュニア 6WS 井上　真名 いのうえ　まな 2 北海道

大同ジュニア 4WS 森　小遥 もり　こはる 1 北海道

忠和クラブ 5WS 加藤　海月 かとう　みずき 1 北海道

田仁バドミントンクラブ 6MS 渡邉　丞 わたなべ　しょう 1 北海道

田仁バドミントンクラブ 5MS 毛利　悠人 もうり　ゆうと 1 北海道

田仁バドミントンクラブ 5MS 荒木　亮磨 あらき　りょうま 2 北海道

田仁バドミントンクラブ 4MS 毛利　隼人 もうり　はやと 1 北海道

田仁バドミントンクラブ 2MS 崎野　翔太 さきの　しょうた 1 北海道

田仁バドミントンクラブ 6WS 桜庭　ほのか さくらば　ほのか 1 北海道

田仁バドミントンクラブ 6WS 崎野　桃花 さきの　ももか 2 北海道

田仁バドミントンクラブ 4WS 坂爪　桃花 さかつめ　もな 1 北海道

田仁バドミントンクラブ 4WS 大塚　葵 おおつか　あおい 2 北海道

フライングシャトラーズ 4MS 篠田　楓太 しのだ　ふうた 1 岩手

フライングシャトラーズ 4MS 小野寺　奏風 おのでら　かなた 2 岩手

フライングシャトラーズ 6WS 佐藤　香織 さとう　かおり 1 岩手

フライングシャトラーズ 5WS 大沢　楓 おおさわ　かえで 1 岩手

神明ジュニアバドミントンクラブ 2MS 田山　瑛士 たやま　あきと 1 群馬

Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｍｉｌｙ 6MS 真々田　敏史 ままだ　としふみ 1 埼玉

Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｍｉｌｙ 6MS 田渕　裕大 たぶち　ゆうた 2 埼玉

行田バドミントンスポーツ少年団 5MS 長谷部　璃人 はせべ　りひと 1 埼玉

行田バドミントンスポーツ少年団 5MS 長谷部　紘人 はせへ　ひろと 2 埼玉

行田バドミントンスポーツ少年団 4MS 今井　隆貴 いまい　りゅうき 1 埼玉

行田バドミントンスポーツ少年団 6WS 對馬　結 つしま　ゆい 1 埼玉

行田バドミントンスポーツ少年団 6WS 二平　菜々子 にひら　ななこ 2 埼玉

行田バドミントンスポーツ少年団 5WS 小堀　黄八扇 こぼり　こはぜ 1 埼玉

行田バドミントンスポーツ少年団 5WS 菊池　美咲 きくち　みさき 2 埼玉

行田バドミントンスポーツ少年団 5WS 熊倉　舞 くまくら　まい 3 埼玉

川間ジュニアバドミントンクラブ 4MS 髙藤　春希 たかふじ　はるき 1 千葉

川間ジュニアバドミントンクラブ 4WS 鈴木　望美 すずき　のぞみ 1 千葉

野田中根ジュニア 4MS 山﨑　諒羽 やまざき　りょう 1 千葉

野田中根ジュニア 4MS 宮下　怜 みやした　れい 2 千葉
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白沢バドミントンクラブ(白沢ＢＣ) 6WS 野村　萌々子 のむら　ももこ 1 栃木

白沢バドミントンクラブ(白沢ＢＣ) 4WS 櫻井　理湖 さくらい　りこ 1 栃木

仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 6MS 寺島　颯大 てらしま　はやた 1 宮城

仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 5MS 小中　健聖 こなか　けんせい 1 宮城

仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 4MS 後藤　拓人 ごとう　たくと 1 宮城

仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 6WS 小松　莉菜 こまつ　りな 1 宮城

仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 6WS 三塚　千晶 みつつか　ちあき 2 宮城

仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 4WS 山浦　波瑠 やまうら　なる 1 宮城

仙台大和ジュニアバドミントンクラブ 4WS 須田　千尋 すだ　ちひろ 2 宮城

桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ 6MS 齋藤　叶汰 さいとう　かなた 1 茨城

桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ 6MS 平田　輝 ひらた　ひかる 2 茨城

桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ 5MS 片桐　裕之 かたぎり　ひろゆき 1 茨城

桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ 4MS 久野　陽翔 くの　あきと 1 茨城

桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ 4MS 稲川　開陸 いながわ　かいり 2 茨城

桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ 6WS 小池　由華 こいけ　ゆか 1 茨城

桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ 6WS 中村　優花 なかむら　ゆうか 2 茨城

桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ 5WS 景山　紫帆 かげやま　しほ 1 茨城

桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ 4WS 萩原　菜結 はぎわら　なゆ 1 茨城

桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ 4WS 青木　伽奈 あおき　かな 2 茨城

御殿場ジュニア 6MS 勝間田　聖亜 かつまた　せいあ 1 静岡

御殿場ジュニア 6WS 今井　沙耶 いまい　さや 1 静岡

小平ジュニアバドミントンクラブ 5WS 宮﨑　淳美 みやざき　あつみ 1 東京

宇都宮JB 5MS 伊藤　大地 いとう　だいち 1 栃木

宇都宮JB 2MS 大垣　空也 おおがき　そら 1 栃木

宇都宮JB 6WS 大貫　桃子 おおぬき　ももこ 1 栃木

宇都宮JB 6WS 佐藤　友実 さとう　ともみ　 2 栃木

宇都宮JB 6WS 大垣　日南 おおがき　ひな 3 栃木

宇都宮JB 5WS 大垣　友南 おおがき　ゆうな 1 栃木

宇都宮JB 5WS 伊藤　空 いとう　そら 2 栃木

宇都宮JB 5WS 廣木　里奈 ひろき　りな 3 栃木

宇都宮JB 2WS 檜山　蒼彩 ひやま　あおい 1 栃木

会津ジュニア 6WS 藤田　颯希 ふじた　さつき 1 福島

我孫子ジュニア 6MS 中島　佑斗 なかじま　ゆうと 1 千葉


