
 
 第21回ヨネックス埼玉オープンジュニアバドミントン大会

平成２７年５月９日－１０日 久喜市総合体育館・アスカル幸手

６年男子シングルス 決勝トーナメント
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後藤 拓人＠６ （仙台大和ジュニア）

寺内 琳＠６ （スリーセブンＪｒ）

中川 創太＠６ （松戸六実Ｊｒ）

井手口 峻＠６ （ 南 郷 Ｑ ）

鈴木 悠太＠６ （出羽バドミンタン）

竹澤 陽生＠６ （Ｄｒｅａｍ ｊｒ．）

門脇 令＠６ （鶴岡城北バドスポ少）

細野 晃太郎＠６ （練馬アドバンス）

島貫 陽仁＠６ （ふじかげ）

佐藤 椎名＠６ （マジッポズ）

小原 輝＠６ （たなしＭＡＸ）

安田 宗平＠６ （浪岡ジュニア）

沼田 和真＠６ （出羽バドミンタン）

大澤 史和＠６ （志木ジュニア）

中谷 壱心＠６ （Ｄｒｅａｍ ｊｒ．）

大屋 光＠６ （チャレンジャー）

高橋 翔太＠６ （鳩ヶ谷ウイングス）

奥 優汰＠６ （高岡ジュニア）

吉田 翼＠６ （北野平小）

荻原 聖也＠６ （今市ジュニア）

高嶋 遼＠６ （Ｄｒｅａｍ ｊｒ．）

伊藤 聡馬＠６ （ハルトノクラブ）

石崎 陽明＠６ （出羽バドミンタン）

志賀 光＠６ （ハルトノクラブ）

岩城 慎＠６ （三郷ダックス）

向山 天珠＠６ （練馬アドバンス）

宮脇 大輝＠６ （春日部白翔）

野口 翔平＠６ （たなしＭＡＸ）

関口 大毅＠６ （Ｄｒｅａｍ ｊｒ．）

富田 剣斗＠６ （豊ジュニア）

篠田 楓太＠６ （フライングシャトラーズ）

宮下 龍邦＠６ （渋谷ジュニア）

宮下 怜＠６ （野田中根ジュニア）

竹内 寛太＠６ （高岡ジュニア）

小川 凌太＠６ （大徳ｊｒ）

大内 統馬＠６ （ＢＰＣ仙台）

武井 凜生＠６ （青梅ジュニア）
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崎野 翔太＠５ （田仁バドクラブ）

村上 港＠５ （市川ジュニア）

鴛海 健＠５ （宝木塚Ｊｒ．）

後藤 優季＠５ （塩竈ジュニア）

竹野 輔＠５ （Ｄｒｅａｍ ｊｒ．）

松久 知弘＠５ （中野ジュニア）

安保 武輝＠５ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

相澤 大智＠５ （ｓｍｉｌｅ－ｊ宮城）

水村 健人＠５ （志木ジュニア）

中山 結斗＠５ （佐渡ジュニア）

森阪 直弘＠５ （足羽ジュニア）

奥村 涼大＠５ （大徳ｊｒ）

河﨑 涼平＠５ （サザンウイングス）

矢田 楓雅＠４ （プログレス）

大垣 空也＠５ （ＲＥＶＥＮＧＥ）

斉藤 駿＠５ （五泉バンビーノ）

佐藤 直紀＠５ （大山スポ少）

山岡 陸歩＠５ （蓮田サウス）

小沼 孝次＠５ （青梅ジュニア）

安間 亮太＠５ （勝沼ジュニア）

田山 瑛士＠５ （神明ジュニア）

大田 隼也＠５ （高岡ジュニア）

河村 翔＠５ （ 南 郷 Ｑ ）

岡野 優輝＠５ （ 恋 南 ）

柳原 秀太＠５ （松戸六実Ｊｒ）

佐々木 大樹＠５ （佐渡ジュニア）

中野 柊太郎＠５ （鳩ヶ谷ウイングス）

高橋 知也＠５ （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）

岩野 滉也＠５ （西尾ジュニア）
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佐藤 楓河＠４ （マジッポズ）

村田 光琉＠４ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

草井 廉太郎＠４ （仙台大和ジュニア）

今泉 宏樹＠４ （みはらバドミントン部）

津田 光生＠４ （チャレンジャー）

栗野 朝陽＠４ （ 鶴 ヶ 島 ）

大野 天＠４ （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）

沖本 優大＠４ （原ジュニア）

木村 輝星＠４ （野田中根ジュニア）

松川 健大＠３ （青葉ジュニア）

野口 駿平＠４ （たなしＭＡＸ）

村上 日向＠４ （チャレンジャー）

伊藤 康太郎＠４ （ 鶴 ヶ 島 ）

佐藤 瑠活＠４ （仙台大和ジュニア）

古株 大智＠４ （志木ジュニア）

篠原 仙一＠４ （小平ジュニア）

寺内 遥大＠４ （小山ＪＢＣ）

百瀬 友翔＠４ （大井沢スポ少）

寺内 涼＠４ （スリーセブンＪｒ）

烏川 智匡＠４ （ 東 少 年 ）

柳川 瑠生＠４ （たなしＭＡＸ）

中村 勇耶＠４ （仙台大和ジュニア）

今田 竜大＠４ （奥羽ＪＢＣ）

熊谷 拓士＠４ （所沢ジュニア）

水谷 友弥＠３ （小平ジュニア）

熊谷 大貴＠４ （仙台大和ジュニア）

寺西 情＠４ （Ｔ－Ｊｕｍｐ）

青木 洸明＠４ （小平ジュニア）

中川 友那＠４ （ 鶴 ヶ 島 ）

江田 和博＠４ （コマツジュニア）

小野 隆乃介＠４ （強戸ジュニア）

橋爪 翔生＠４ （仰木の里ジュニア）

平尾 遼芽＠４ （市川ジュニア）

阿部 学斗＠４ （釧路ジュニア）
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長嶋 穂希＠６ （市原ジュニア）

原 萌子＠６ （前橋東クラブ）

鹿毛 野乃花＠６ （ビッキーズ）

河内 茉日路＠６ （ふじかげ）

小林 和佳菜＠６ （大井沢スポ少）

正木 媛乃＠６ （ 鶴 ヶ 島 ）

目﨑 舞桜＠６ （小野Ｊｒ．）

志田 真倖＠５ （立川バドスポーツ少年団）

瀬川 あい＠６ （七戸ジュニア）

中野 円佳＠６ （鎌ヶ谷ジュニア）

阿部 茜＠６ （ 東 少 年 ）

伊藤 朱里＠６ （ＲＥＶＥＮＧＥ）

熊谷 磨菜＠６ （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ． Ｂ． Ｃ）

加賀谷 空実＠６ （蓮田サウス）

沼田 智咲＠６ （所沢ジュニア）

半澤 りな＠６ （仙台大和ジュニア）

中出 すみれ＠６ （高岡ジュニア）

平塚 雪音＠６ （ＢＰＣ仙台）

中澤 里奈＠６ （甲府Ｊｒ）

横田 彩香＠６ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

黒須 愛唯＠６ （流山ジュニア）

岩瀬 琴美＠６ （練馬アドバンス）

矢嶋 幸＠６ （志木ジュニア）

藤原 里菜＠６ （ハイタッチジュニア）

熊澤 咲恵＠６ （小平ジュニア）

高橋 未成＠６ （所沢ジュニア）

辻 結真＠６ （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）

鴫原 嘉奈子＠６ （ＧＰＷジュニア）

伊藤 瑠菜＠６ （小山ＪＢＣ）

鈴木 伶奈＠６ （ビッキーズ）

宮下 桃佳＠６ （鳩ヶ谷ウイングス）

今田 ひなた＠６ （奥羽ＪＢＣ）

木下 紗良＠６ （練馬アドバンス）

冨田 梨未＠６ （大森ジュニア）

北山 茉実＠６ （チャレンジャー）

杉山 凜＠６ （松戸六実Ｊｒ）

青木 彩花＠６ （久喜ＡＢＣ）

太田 陽菜＠６ （浪岡ジュニア）

黒谷 明香里＠６ （強戸ジュニア）

田代 葵楓＠６ （小平ジュニア）

中村 美紅＠６ （ 鶴 ヶ 島 ）

大宮 叶子＠６ （たなしＭＡＸ）

塚谷 茜音＠６ （松本ジュニアバドミントン）

村木 善知＠６ （志木ジュニア）

鎌田 璃珠＠６ （八郎潟レイクジュニアＢＣ）

開発 茉子＠６ （シャトルハント）
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石川 心菜＠５ （たなしＭＡＸ）

鈴木 琉花＠５ （大曲バドスピリッツ）

大鐘 心美＠５ （ 鶴 ヶ 島 ）

百瀬 由梨＠５ （大井沢スポ少）

大熊 優香＠５ （三郷ダックス）

藤岡 章枝＠５ （臥龍Ｊｒ．）

太田 温彩＠５ （ｓｍｉｌｅ－ｊ宮城）

松岡 美歩＠５ （蓮田サウス）

赤澤 涼華＠５ （市原ジュニア）

河辺 美颯＠５ （Ｔ－Ｊｕｍｐ）

野村 優那＠５ （小平ジュニア）

西田 妃織＠５ （ハルトノクラブ）

朝倉 ひより＠５ （強戸ジュニア）

須﨑 沙織＠５ （ 東 少 年 ）

山口 菜摘＠５ （前橋東クラブ）

小島 紗季＠５ （ Ｓ Ｇ Ａ ）

草間 優衣＠５ （ 東 少 年 ）

椎名 美月＠５ （三郷ダックス）

岡本 萌奈未＠５ （川間ジュニア）

木山 琉聖＠５ （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）

新庄 花恋＠５ （豊田スポ少）

小山 日咲＠５ （ｓｍｉｌｅ－ｊ宮城）

中根 明日香＠５ （所沢ジュニア）

田中 舞緒＠５ （小平ジュニア）

箕浦 希実＠５ （ハルトノクラブ）

平野 詩音＠５ （小野Ｊｒ．）

和田 仁香＠５ （蓮田サウス）

中林 瑞貴＠５ （Ｔ－Ｊｕｍｐ）

遠藤 心夏＠５ （上山ＪＢＣ）
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遠藤 美羽＠４ （ガティジュニア）

神山 葵＠４ （ハルトノクラブ）

萩原 紗月＠４ （鳩ヶ谷ウイングス）

中嶋 花帆＠４ （市原ジュニア）

山北 眞緒＠３ （ 鶴 ヶ 島 ）

小山 未來＠４ （宇都宮中央）

高野 来蒔＠４ （小平ジュニア）

小沼 鈴奈＠４ （ 東 少 年 ）

加賀谷 弥来＠４ （蓮田サウス）

川田 百華＠４ （阿賀野ジュニアバドミントンクラブ）

片桐 さや香＠４ （桜川ジュニアバトミントンクラブ）

奥山 詞葉＠４ （マジッポズ）

碓井 美吹＠４ （ＳＣ富山）

中野 真里＠３ （鎌ヶ谷ジュニア）

小林 南緒＠４ （チャレンジャー）

伊藤 玲奈＠４ （南部シャトル）

永井 明音＠４ （はちみつＪｒ）

権平 成美＠４ （新津ジュニア）

檀原 亜衣＠４ （大井沢スポ少）

名取 陽菜多＠３ （調布ジュニア）

三田地 夏歩＠４ （市原ジュニア）

玉木 亜弥＠３ （たなしＭＡＸ）

林 夏波＠４ （ 鶴 ヶ 島 ）

吾妻 佳奈＠４ （チャレンジャー）

湯本 凜音＠４ （志木ジュニア）

高橋 里菜＠４ （大曲バドスピリッツ）

中村 心音＠４ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

橋村 羽奏＠４ （小平ジュニア）

横内 美音＠３ （甲府Ｊｒ）

砂川 温香＠３ （流山ジュニア）

宮城 青空＠４ （三郷ダックス）

原 菜那子＠４ （前橋東クラブ）

畑末 真緒＠４ （ＴＯＭＯジュニア）

伊藤 ののか＠３ （ハルトノクラブ）

工谷 羽音＠４ （松本ジュニアバドミントン）

曽雌 玲那＠４ （プライド ジュニア）

藤澤 心優＠４ （昭和ジュニア）

山北 奈緒＠４ （ 鶴 ヶ 島 ）
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八木澤 賢翼＠２ （宇都宮中央）

鈴木 啓真＠２ （ 恋 南 ）

遠藤 湊翔＠２ （ガティジュニア）

原 蓮太朗＠２ （前橋東クラブ）

三木 颯斗＠２ （ハルトノクラブ）

遠藤 史哉＠２ （ガティジュニア）

本橋 幹大＠２ （サザンウイングス）

後藤 洸太＠２ （岩槻ジュニア）

烏川 晶成＠２ （ 東 少 年 ）

藤木 蓮＠２ （仰木の里ジュニア）

２年以下女子シングルス 決勝トーナメント
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伊藤 康乃＠２ （ 鶴 ヶ 島 ）

松浦 歌音＠２ （小平ジュニア）

永井 麻琳＠２ （ＮＪクラブ）

鈴木 結＠２ （鎌ヶ谷ジュニア）

白川 菜結＠２ （大森ジュニア）

平野 汐来＠２ （つばさＪＢＣ）

山北 莉緒＠１ （ 鶴 ヶ 島 ）

坂本 陽佳＠２ （ハルトノクラブ）

戸部 碧月＠２ （流山ジュニア）

小山 涼風＠２ （宇都宮中央）

神尾 朱理＠２ （小平ジュニア）


