
大会名称
種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
6BD 椎名 洸介 シイナ　コウスケ 三郷ダックス 埼玉１

笹島 悠瑚 ササジマ　ユウゴ 三郷ダックス 埼玉１
6BD 服部 有悟 ハットリ　ユウゴ 出羽バドミンタン 埼玉２

田口 諒之介 タグチ　リョウノスケ 出羽バドミンタン 埼玉２
6BD 浅野 海斗 アサノ　カイト 蓮田サウス 埼玉３

山岡 陸翔 ヤマオカ　タカト 蓮田サウス 埼玉３
6BD 木村 駿太 キムラ　シュンタ ＴＥＡＭジュニア 埼玉４

山下 優羽 ヤマシタ　ユウワ ＴＥＡＭジュニア 埼玉４
6BD 野口 馳矢 ノグチ　トシヤ Ｓｅｌｆｉｓｈ 神奈川１

和川 竜也 ワガワ　タツヤ Ｓｅｌｆｉｓｈ 神奈川１
6BD 志村 倫央 シムラ　リオ ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ 神奈川２

廣部 蒼大 ヒロベ　ソウダイ ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ 神奈川２
6BD 中澤 遼樹 ナカザワ　ハルキ 志木ジュニア 埼玉５

影方 仁 カゲカタ　ジン 志木ジュニア 埼玉５
6BD 三枝 礼 サエグサ　レイ 上尾ジュニア 埼玉６

藤原 陽斗 フジワラ　ハルト 上尾ジュニア 埼玉６
6BD 弦間 璃季 ゲンマ　リキ 鰍沢バドミントンスポ少 山梨１

佐野 太陽 サノ　タイヨウ 鰍沢バドミントンスポ少 山梨１
6BD 沓澤 颯輝 クツザワ　リク 猿橋ジュニア 山梨２

小泉 柊陽 コイズミ　トウヤ 猿橋ジュニア 山梨２
6BD 黒羽 歩夢 クロハ　アユム 上里ジュニア 埼玉７

後藤 達人 ゴトウ　タツヒト 上里ジュニア 埼玉７
6BD bye 埼玉８

bye 埼玉８
6BD 渡邉 悠至 ワタナベ　ユウシ 青梅ジュニア 東京１

下川 璃久 シモカワ　リク 青梅ジュニア 東京１
6BD 梅澤 翼 ウメザワ　ツバサ 練馬アドバンス 東京２

大國 正夢 オオクニ　マサム 練馬アドバンス 東京２
6BD 戸村 光希 トムラ　ヒカル 小平ジュニア 東京３

野口 空 ノグチ　ソラ 小平ジュニア 東京３
6BD 井上 湊仁 イノウエ　ミナト 八王子Ｋ・Ｂ 東京４

宮入 悠人 ミヤイリ　ユウト 八王子Ｋ・Ｂ 東京４
6BD 村山 蓮 ムラヤマ　レン 神明ジュニア 群馬１

長谷川 大晟 ハセガワ　タイセイ 神明ジュニア 群馬１
6BD 渡辺 匠海 ワタナベ　タクミ 桜木ジュニア 群馬２

髙石 青來 タカイシ　ソラ 桜木ジュニア 群馬２
6BD bye 群馬３

bye 群馬３
6BD bye 群馬４

bye 群馬４
6BD 鈴木 大翔 すずき はると 桜川Ｊｒ． 茨城１

中村 陸人 なかむら りくと 桜川Ｊｒ． 茨城１
6BD 山口 伊吹 やまぐち いぶき ナイスショット 茨城２

鈴木 琉央 すずき りお ナイスショット 茨城２
6BD 稲葉 悟 いなば さとる あけチャレ 茨城３

清水 悠 しみず ゆう あけチャレ 茨城３
6BD 大津 駿介 おおつ しゅんすけ 吉田バドミントン 茨城４

大串 蒼海 おおくし あおみ 吉田バドミントン 茨城４
6BD 小林 晴崇 コバヤシ　ハルタカ 高洲ホープス 千葉１

小山 竣大 コヤマ　シュンタ 高洲ホープス 千葉１
6BD 伊藤 駿 イトウ　シュン 市川ジュニア 千葉２

林 祐輝 ハヤシ　ユウキ 市川ジュニア 千葉２
6BD 川名 星瑠 カワナ　セル 船橋ジュニア 千葉３

富澤 将斗 トミサワ　マサト 船橋ジュニア 千葉３
6BD 田口 倫 タグチ　リン 大森ジュニア 千葉４

安藤 大翔 アンドウ　ダイト 大森ジュニア 千葉４

関東小学生バドミントン連盟　個人戦オープン大会



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
6BD 江部 優太郎 エベ　ユウタロウ 宇都宮ＪＢ 栃木１

増山 陽向 マシヤマ　ヒナタ 宇都宮ＪＢ 栃木１
6BD 北川 道椰 キタガワ　ミチヤ みはら 栃木２

北川 敬大 キタガワ　ハヤト みはら 栃木２
6BD 磯貝 蓮太 イソガイ　レンタ 五代 栃木３

伊澤 慧悟 イザワ　ケイゴ 五代 栃木３
6BD 日向野 泰地 ヒガノ　タイチ 宇大附属 栃木４

本間 匠人 ホンマ　タクト 宇大附属 栃木４



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
5BD 大塚 海飛 オオツカ　カイト 川越ジュニア 埼玉１

森田 倫晟 モリタ　リンセイ 川越ジュニア 埼玉１
5BD 星野 陽輝 ホシノ　ハルキ ＴＥＡＭジュニア 埼玉２

五十嵐 公一 イガラシ　コウイチ ＴＥＡＭジュニア 埼玉２
5BD 野村 佳吾 ノムラ　ケイゴ 久喜ＡＢＣ 埼玉３

吉岡 篤希 ヨシオカ　アツキ 久喜ＡＢＣ 埼玉３
5BD 秋山 育土 アキヤマ　イクト 志木ジュニア 埼玉４

山﨑 陽仁 ヤマザキ　アキト 志木ジュニア 埼玉４
5BD 大友 輝真 オオトモ　テルマ 法政クラブ 神奈川１

升 吏斗哉 マス　リトヤ 法政クラブ 神奈川１
5BD 吉本 悠生 ヨシモト　ユイ トータスクラブ 神奈川２

三觜 海翔 ミツハシ　カイト トータスクラブ 神奈川２
5BD bye 埼玉５

bye 埼玉５
5BD 土屋 秋久 ツチヤ　アキヒサ チャレンジャー 埼玉６

堀口 蒼天 ホリグチ　ソウマ チャレンジャー 埼玉６
5BD 岩佐 幸延 イワサ　ユキナガ 勝沼ジュニア 山梨１

笠井 龍牙 カサイ　リュウガ 勝沼ジュニア 山梨１
5BD 王　奕軒 オウ　イイケン 三郷ダックス 埼玉７

会田  壮良 アイダ　ソラ 三郷ダックス 埼玉７
5BD 石田 哲也 イシダ　テツヤ 三郷ダックス 埼玉８

大沢 紬稀 オオサワ　ツムギ 三郷ダックス 埼玉８
5BD bye 山梨４

bye 山梨４
5BD 武森 陽向 タケモリ　ヒナタ 小平ジュニア 東京１

塩谷 朱雀 シオタニ　スザク 小平ジュニア 東京１
5BD 岩佐 幸太郎 イワサ　コウタロウ 八王子Ｋ・Ｂ 東京２

土屋 和志 ツチヤ　カズシ 八王子Ｋ・Ｂ 東京２
5BD 佐々木 陽斗 ササキ　ハルト たなしＭＡＸ Ｊｒ 東京３

塩谷 司 シオヤ　ツカサ たなしＭＡＸ Ｊｒ 東京３
5BD 福成 翔太 フクナリ　ショウタ シャトラーズ深川 東京４

永井 海成 ナガイ　カイセイ シャトラーズ深川 東京４
5BD 木戸 愛大 キド　マナト 薮塚ジュニア 群馬１

赤石 健太 アカイシ　ケンタ 薮塚ジュニア 群馬１
5BD 片岡 蒼 カタオカ　アオイ 大泉ＪＢＣ 群馬２

鈴木 優聖 スズキ　ユウセイ 大泉ＪＢＣ 群馬２
5BD bye 群馬３

bye 群馬３
5BD bye 群馬４

bye 群馬４
5BD 向尾 晃樹 むこお こうき ハルトノクラブ 茨城１

鈴木 秀和 すずき ひでかず ハルトノクラブ 茨城１
5BD 倉持 瑠 くらもち るい ナイスショット 茨城２

加川 煌大 かがわ こうた ナイスショット 茨城２
5BD 原田 丈 はらだ じょう 豊Ｊｒバドミントン 茨城３

伊藤 碧大 いとう あおと 豊Ｊｒバドミントン 茨城３
5BD 川﨑 陽太 かわさき ひなた 東少年バドミントン 茨城４

大山 裕瑚 おおやま ゆうご 東少年バドミントン 茨城４
5BD 美濃 龍斗 ミノ　リュウト 市川ジュニア 千葉１

坂本 結翔 サカモト　ユイト 市川ジュニア 千葉１
5BD 田島 亮太 タジマ　リョウタ 市原ジュニア 千葉２

重田 八雲 シゲタ　ヤクモ 市原ジュニア 千葉２
5BD 高久 昊士 タカク　ヒロト ＢｕｎＢｕｎ ＳＰ 千葉３

山本 拓真 ヤマモト　タクマ ＢｕｎＢｕｎ ＳＰ 千葉３
5BD bye 千葉４

bye 千葉４
5BD 檜山 誠太 ヒヤマ　セイタ 宇都宮中央 栃木１

雫  優心 シズク　ユウゴ 宇都宮中央 栃木１



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
5BD 吉原 悠月 ヨシハラ　ユズキ 宇大附属 栃木２

岡﨑 玄宗 オカザキ　ヒロモト 宇大附属 栃木２
5BD 松永 翔 マツナガ　カケル 足利レジェンズ 栃木３

岩下 僚 イワシタ　リョウ 足利レジェンズ 栃木３
5BD bye 栃木４

bye 栃木４



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
4BD 菊地 穂高 キクチ　ホダカ 久喜ＡＢＣ 埼玉１

伊藤 太陽 イトウ　タイヨウ 久喜ＡＢＣ 埼玉１
4BD 松岡 夏輝 マツオカ　ナツキ 蓮田サウス 埼玉２

榎本 和司 エノモト　カズシ 蓮田サウス 埼玉２
4BD 内藤 遥希 ナイトウ　ハルキ 川越ジュニア 埼玉３

稲川 達士 イナガワ　タツシ 川越ジュニア 埼玉３
4BD 松本 崇佑 マツモト　ソウスケ 上尾ジュニア 埼玉４

村瀬 理音 ムラセ　リオ 上尾ジュニア 埼玉４
4BD 殿畑 玲人 トノハタ　レイト 綾瀬ジュニア 神奈川１

岩瀬 剛大 イワセ　コウダイ 綾瀬ジュニア 神奈川１
4BD 高橋 日向我 タカハシ　ヒュウガ Ｅｓｔｉｌｏ 神奈川２

高木 隆成 タカギ　リュウセイ Ｅｓｔｉｌｏ 神奈川２
4BD 山上 颯太 ヤマガミ　ソウタ 横浜白山バドミントンＳＳ 神奈川３

市原 碧人 イチハラ　アオト 横浜白山バドミントンＳＳ 神奈川３
4BD 星 泰誠 ホシ　タイセイ Ｆ・スマイルＢＣ 神奈川４

戒能 悠人 カイノウ　ハルヒト Ｆ・スマイルＢＣ 神奈川４
4BD 後藤 啓伸 ゴトウ　ケイシン 上里ジュニア 埼玉５

小沢 颯佑 オザワ　ソウスケ 上里ジュニア 埼玉５
4BD 中西 拓海 ナカニシ　タクミ 志木ジュニア 埼玉６

谷屋 慧華 タニヤ　ケイカ 志木ジュニア 埼玉６
4BD 宮原 弘太朗 ミヤハラ　コウタロウ 志木ジュニア 埼玉７

中澤 巧惟 ナカザワ　タクミ 志木ジュニア 埼玉７
4BD 内野 隼 ウチノ　ハヤト ビッキーズ 埼玉８

小野塚 勇人 オノヅカ　ユウト ビッキーズ 埼玉８
4BD 石井 春馬 イシイ　ハルマ 渋谷ジュニア 東京１

山口 拓 ヤマグチ　タク 渋谷ジュニア 東京１
4BD 鈴木 秀吾 スズキ　シュウゴ 小平ジュニア 東京２

田中 星太郎 タナカ　ショウタロウ 小平ジュニア 東京２
4BD 関口 蓮 セキグチ　レン 小平ジュニア 東京３

野口 優 ノグチ　ユウ 小平ジュニア 東京３
4BD 髙橋 佑輔 タカハシ　ユウスケ 池上ジュニア 東京４

宍倉 拓海 シシクラ　タクミ 池上ジュニア 東京４
4BD 髙田 陽真 タカダ　ハルマ 群馬レジェンズ 群馬１

野村 優温 ノムラ　マサハル 群馬レジェンズ 群馬１
4BD 松澤 和聖 マツザワ　トア 大泉ＪＢＣ 群馬２

権田 祐斗 ゴンダ　ユウト 大泉ＪＢＣ 群馬２
4BD 新井 泰成 アライ　タイセイ 大泉ＪＢＣ 群馬３

片山 二胡 カタヤマ　ニコ 大泉ＪＢＣ 群馬３
4BD bye 群馬４

bye 群馬４
4BD 猪瀬 嵩人 いのせ たかと 西豊田バドミントン 茨城１

飯田 大翔 いいた ひろと 西豊田バドミントン 茨城１
4BD 小林 直樹 こばやし なおき 吉田バドミントン 茨城２

郡司 颯斗 ぐんじ はやと 吉田バドミントン 茨城２
4BD 小池 晃靖 こいけ こうせい 桜川Ｊｒ． 茨城３

湯石 蓮 ゆせき れん 桜川Ｊｒ． 茨城３
4BD 長谷川 惟斗 はせがわ ゆいと いばらきＪｒバド 茨城４

池松 眞 いけまつ しん いばらきＪｒバド 茨城４
4BD 竹本 心優斗 タケモト　ミユト スリーセブンＪｒ 千葉１

赤堀 颯汰 アカボリ　ソウタ スリーセブンＪｒ 千葉１
4BD 木幡 大河 コワタ　タイガ 流山ジュニア 千葉２

中村 悠大 ナカムラ　ユウダイ 流山ジュニア 千葉２
4BD 野村 海貴 ノムラ　カイキ 高洲ホープス 千葉３

小山 大誠 コヤマ　タイセイ 高洲ホープス 千葉３
4BD bye 千葉４

bye 千葉４
4BD 北川 蓮梧 キタガワ　レンゴ みはら 栃木１

荒木 悠乃介 アラキ　ユウノスケ みはら 栃木１



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
4BD 伊澤 知希 イザワ　トモキ 五代 栃木２

磯貝 幹太 イソガイ　カンタ 五代 栃木２
4BD 堀井 洋佑 ホリイ　ユウスケ 宇都宮中央 栃木３

福地 優成 フクチ　ユウセイ 宇都宮中央 栃木３
4BD 中條 卓哉 チュウジョウ タクヤ みはら 栃木４

星川 櫂 ホシカワ　カイ みはら 栃木４



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
6BS 小澤 直旺 コザワ　ナオ 所沢ジュニア 埼玉１
6BS 外村 樟太 トムラ　ショウタ 所沢ジュニア 埼玉２
6BS 伊藤 一星 イトウ　イッセイ 久喜ＡＢＣ 埼玉３
6BS 林 大智 ハヤシ　ダイチ ＴＰＨＭ 埼玉４
6BS 福田 駿平 フクダ　シュンペイ Ｓｅｌｆｉｓｈ 神奈川１
6BS 臼井 瑛飛 ウスイ　エイト ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ 神奈川２
6BS 石若 湊太 イシワカ　ソウタ 三条クラークＪｒ． 神奈川３
6BS 浦城 宏斗 ウラキ　ヒロト 綾瀬ジュニア 神奈川４
6BS 杉山 煌河 スギヤマ　コウガ 鰍沢バドミントンスポ少 山梨１
6BS 弦間 璃空 ゲンマ　リク 鰍沢バドミントンスポ少 山梨２
6BS 松浦 聖河 マツウラ　セイガ 猿橋ジュニア 山梨３
6BS 柴田 樹 シバタ　タツキ アドバンス 埼玉５
6BS 藤城 武之輔 フジシロ　タケノスケ 青梅ジュニア 東京１
6BS 城戸 友翔 キド　ユウト 小平ジュニア 東京２
6BS 蒔苗 大助 マカナイ　ダイスケ 杉並ジュニア 東京３
6BS 平吹 曉 ヒラブキ　アキラ 青梅ジュニア 東京４
6BS 飯田 快斗 イイダ　カイト 前橋東 群馬１
6BS 金田 凌也 カネダ　リョウヤ 高崎西部ジュニア 群馬２
6BS 新井 佑翼 アライ　ユウト 昭和ジュニアバドミントンクラブ 群馬３
6BS 霜田 真緒 シモダ　マオ 大泉ＪＢＣ 群馬４
6BS 栄永 康作 えいなが こうさく あけチャレ 茨城１
6BS 長岡 ほくと ながおか ほくと 大井沢バドミントン 茨城２
6BS 荒木 智陽 あらき ともはる アブレイズ 茨城３
6BS 大滝 祢翔 おおたき ないと 恋南バドミントン 茨城４
6BS 新村 薩真 シンムラ　サツマ 市川ジュニア 千葉１
6BS 大澤 夏來 オオサワ　ナツキ 市川ジュニア 千葉２
6BS 石塚 柚羽 イシヅカ　ユウ 流山ジュニア 千葉３
6BS 寺山 涼太 テラヤマ リョウタ Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ 千葉４
6BS 鴨志田 快 カモシダ　カイ 宇都宮中央 栃木１
6BS 坪井 太志 ツボイ　タイシ 五代 栃木２
6BS 小川   太幹 オガワ　タイキ プライド ジュニア 栃木３
6BS 神山 柊桔 カミヤマ　シュウキ Ｆｅｅｌ 栃木４



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
5BS 萩原 駿希 ハギワラ　シュンキ 鳩ケ谷ウイングス 埼玉１
5BS 坂脇 憲広 サカワキ　ノリヒロ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉２
5BS 吉河 宙輝 ヨシカワ　ヒロキ 三郷ダックス 埼玉３
5BS 坂脇 聡介 サカワキ　ソウスケ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉４
5BS 堀川 真暉 ホリカワ　マサキ Ｓｅｌｆｉｓｈ 神奈川１
5BS 宮本 樹 ミヤモト　イツキ Ｓｅｌｆｉｓｈ 神奈川２
5BS 川手 楓雅 カワテ　フウガ 大清水 神奈川３
5BS 高橋 大河 タカハシ　タイガ 若草ジュニア 神奈川４
5BS 下田 侑 シモダ　ユウ 中道ジュニア 山梨１
5BS 松木 健渡 マツキ　ケント 甲府ジュニア 山梨２
5BS 末木 璃大 スエキ　リオ 甲府ジュニア 山梨３
5BS 島田　羚央 シマダ　レオ 行田バドミントン埼玉５
5BS 坂口 功 サカグチ　コウ 渋谷ジュニア 東京１
5BS 内田 壮一郎 ウチダ　ソウイチロウ たなしＭＡＸ Ｊｒ 東京２
5BS 堤 恵悟 ツツミ　ケイゴ 小平ジュニア 東京３
5BS 白坂 夏絆 シラサカ　ナツキ 小平ジュニア 東京４
5BS 山口 晃央 ヤマグチ　アキオ 前橋東 群馬１
5BS 土屋 航平 ツチヤ　コウヘイ 渋川リトルバーズ 群馬２
5BS 杉本 優良 スギモト　ユウリ 前橋東 群馬３
5BS 髙野 駿 タカノ　シュン ＭＣジュニア 群馬４
5BS 藤森 海斗 ふじもり かいと ハルトノクラブ 茨城１
5BS 坂本 大知 さかもと だいち ハルトノクラブ 茨城２
5BS 永野 光汰 ながの こうた ナイスショット 茨城３
5BS 田村 幸大 たむら こうだい 吉田バドミントン 茨城４
5BS 鈴木 悠輔 スズキ　ユウスケ 流山ジュニア 千葉１
5BS 横田 絆 ヨコタ　キズナ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ． 千葉２
5BS 湯川 瑛大 ユカワ　エイタ 鎌ヶ谷ジュニア 千葉３
5BS 鈴木 貴翔 スズキ　タカト 栗ヶ沢ジュニア 千葉４
5BS 小松 柚稀 コマツ　ユズキ 今市Ｊｒ 栃木１
5BS 鈴木 大我 スズキ　タイガ 宇都宮ＪＢ 栃木２
5BS 安齋  新生 アンザイ　ネオ 宇都宮中央 栃木３
5BS 今井 俊介 イマイ　シュンスケ 大田原Ｊｒ 栃木４



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
4BS 有江 桜空 アリエ　オウスケ 川越ジュニア 埼玉１
4BS 篠原  緑 シノハラ　ロク 志木ジュニア 埼玉２
4BS 馬詰 瑛翔 マヅメ　アキト 志木ジュニア 埼玉３
4BS 髙橋 元太 タカハシ　ゲンタ 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉４
4BS 小金井 道斗 コガネイ　ルート ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ 神奈川１
4BS 髙橋 真生 タカハシ　マオ ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ 神奈川２
4BS 鈴木 大翔 スズキ　ヒロト ＮＰ神奈川 神奈川３
4BS 大束 龍歳 オオツカ　リュウセイ 青葉ジュニア 神奈川４
4BS 武田 琉依 タケダ　ルイ 勝沼ジュニア 山梨１
4BS 弦間 一晃 ゲンマ　カズアキ 鰍沢バドミントンスポ少 山梨２
4BS 山下 凜々人 Ｙマシタ　リリト ブリッツＪＢＣ 埼玉５
4BS 小山 大晴 コヤマ　タイセイ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉６
4BS 中川 翔護 ナカガワ　ショウゴ 町田ジュニア 東京１
4BS 金岡 壮達 カナオカ　ソウタツ イシバジャパン 東京２
4BS 青戸 琳太郎 アオト　リンタロウ 千代田ジュニア 東京３
4BS 佐野 健太 サノ　ケンタ 青梅ジュニア 東京４
4BS 大場 悠正 オオバ　ユウセイ 前橋東 群馬１
4BS 萩原 慎太 ハギワラ　シンタ Ｂｒｉｎｇ★Ｕｐ 群馬２
4BS 髙草木 唯斗 タカクサギ　ユイト 神明ジュニア 群馬３
4BS 平野 優輔 ヒラノ　ユウスケ 前橋東 群馬４
4BS 樋口 孔胡 ひぐち くう アブレイズ 茨城１
4BS 宮下 桧 みやした かい ハルトノクラブ 茨城２
4BS 塚本 宗佑 つかもと しゅうすけ 小美玉Ｊｒバドミントン 茨城３
4BS 高橋 和希 たかはし かずき 大井沢バドミントン 茨城４
4BS 工藤 翔太 クドウ　ショウタ 川間ジュニア 千葉１
4BS 山本 耀彦 ヤマモ　トアキヒコ ベイヒッターズジュニア 千葉２
4BS 沼端 蓮 ヌマハタ　レン 市川ジュニア 千葉３
4BS 澤内 海風 サワウチ ショア Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ 千葉４
4BS 押久保 太智 オシクボ　ダイチ 宇都宮中央 栃木１
4BS 藤原 秀緯 フジワラ　シュウイ 宇都宮ＪＢ 栃木２
4BS 中西 漣 ナカニシ　レン 五代 栃木３
4BS 指首 拓杜 サシクビ タクト プライドＪｒ 栃木４



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
6GD 沼田 唯李 ヌマタ　ユイ 所沢ジュニア 埼玉１

伊東 陽南 イトウ　ハルナ 所沢ジュニア 埼玉１
6GD 山北 莉緒 ヤマキタ　リオ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉２

長谷川 葉月 ハセガワ　ハヅキ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉２
6GD 白鳥 玲菜 シラトリ　レイナ 春日部白翔 埼玉３

松﨑 玲奈 マツザキ　レナ 春日部白翔 埼玉３
6GD 新村 郷子 ニイムラ　サトコ ＴＥＡＭジュニア 埼玉４

髙山 祐希 タカヤマ　ユキ ＴＥＡＭジュニア 埼玉４
6GD 葛城 杏里 カツラギ　アンリ 片平ブレイブ 神奈川１

佐藤 乃亜 サトウ　ノア 片平ブレイブ 神奈川１
6GD 大澤 悠里 オオサワ　ユリ 大清水 神奈川２

高野 真衣 タカノ　マイ 大清水 神奈川２
6GD 渡辺 莉音 ワタナベ　リオン 青葉ジュニア 神奈川３

小野 苺彩 オノ　マイア 青葉ジュニア 神奈川３
6GD 殿畑 沙良 トノハタ　サラ 綾瀬ジュニア 神奈川４

定松 亜実 サダマツ　アミ 綾瀬ジュニア 神奈川４
6GD 加茂 有結里 カモ　アユリ 勝沼ジュニア 山梨１

芦澤 由唯 アシザワ　ユイ 勝沼ジュニア 山梨１
6GD 大野 瑞季 オオノ　ミズキ 猿橋ジュニア 山梨２

田中 未結 タナカ　ミユウ 猿橋ジュニア 山梨２
6GD 高橋 夢和 タカハシ　ユメナ 蓮田サウス 埼玉５

竹澤 凜 タケザワ　リン 蓮田サウス 埼玉５
6GD 加賀谷 凪紗 カガヤ　ナギサ 蓮田サウス 埼玉６

澤登 葵生 サワノボリ　アオイ 蓮田サウス 埼玉６
6GD 山中 杏哩 ヤマナカ　アンリ 青梅ジュニア 東京１

森田 七海 モリタ　ナナミ 青梅ジュニア 東京１
6GD 東 里桜 アズマ　リオ 渋谷ジュニア 東京２

酒井 玲菜 サカイ　レナ 渋谷ジュニア 東京２
6GD 赤島 里香 アカシマ　リカ 小平ジュニア 東京３

小野高 美月 オノダカ　ミヅキ 小平ジュニア 東京３
6GD 増澤 友葵乃 マスザワ　ユキノ 所沢ジュニア 埼玉７

山本 理紗 ヤマモト　リサ 所沢ジュニア 埼玉７
6GD 新井 真菜 アライ　マナ 大泉ＪＢＣ 群馬１

山本 佑月 ヤマモト　ユヅキ 大泉ＪＢＣ 群馬１
6GD 新井 爽月 アライ　サツキ 藤岡ジュニア 群馬２

磯野 友香 イソノ　ユウカ 藤岡ジュニア 群馬２
6GD 岩間 夕奈 イワマ ユナ 高崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬３

高田 季里花 タカダ キリカ 高崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬３
6GD 森 環希 モリ タマキ 高崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬４

吉井 蒼葉 ヨシイ アオバ 高崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬４
6GD 髙松 香音 たかまつ かのん 桜川Ｊｒ． 茨城１

磯 佑衣奈 いそ　 ゆいな 桜川Ｊｒ． 茨城１
6GD 大関 美和 おおぜき　みわ 大井沢バドミントン 茨城２

池田 苺華 いけだ　いちか 大井沢バドミントン 茨城２
6GD 飛山 暖 とびやま のん 藤代Ｊｒバド 茨城３

坂本 心優 さかもと みゆ 藤代Ｊｒバド 茨城３
6GD 木村 愛花 きむら まなか 吉原ＢＳＳ 茨城４

金坂 夏羽 かねさか なつは 吉原ＢＳＳ 茨城４
6GD 新井 里奈 アライ　リナ 高洲ホープス 千葉１

佐藤 里菜 サトウ　リナ 高洲ホープス 千葉１
6GD 畑中 彩花 ハタナカ　アヤカ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ． 千葉２

山本 優奈 ヤマモト　ユナ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ． 千葉２
6GD 宇佐美 香子 ウサミ　キョウコ 大森ジュニア 千葉３

松浦 由佳 マツウラ  ユカ 大森ジュニア 千葉３
6GD 富永 万結 トミナガ　マユ 大森ジュニア 千葉４

深見 心愛 フカミ  ココア 大森ジュニア 千葉４
6GD 永藤 輝音 ナガフジ　リオン プライドＪｒ 栃木１

鈴木 音羽 スズキ　オトハ プライドＪｒ 栃木１



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
6GD 新井 怜 アライ　レイ 宇大附属 栃木２

星野 千佳 ホシノ　チカ 宇大附属 栃木２
6GD 幸 百恵 ユキ　モモエ 五代 栃木３

斉藤 日和 サイトウ　ヒヨリ 五代 栃木３
6GD 髙橋 咲夏 タカハシ　サナ 西が岡ＢＣ 栃木４

増田 光佑佳 マスダ　ミユカ 西が岡ＢＣ 栃木４



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
5GD 青木 心音 アオキ　ココネ 三郷ダックス 埼玉１

橋本 和奏 ハシモト　ワカナ 三郷ダックス 埼玉１
5GD 小原 南実 コハラ　ミナミ 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉２

平木 結千佳 ヒラキ　ユチカ 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉２
5GD 池谷 美紅 イケヤ　ミク 所沢ジュニア 埼玉３

田沢 夕奈 タザワ　ユナ 所沢ジュニア 埼玉３
5GD 平山 愛唯 ヒラヤマ　メイ 蓮田サウス 埼玉４

渡邊 乃麻 ワタナベ　ノア 蓮田サウス 埼玉４
5GD 津﨑 帆乃 ツザキ　ホノ 有馬子ども会 神奈川１

森﨑 葉名 モリサキ　ハナ 有馬子ども会 神奈川１
5GD 五十嵐 花 イガラシ　ハナ Ｆ・スマイルＢＣ 神奈川２

会田 七海 アイダ　ナナミ Ｆ・スマイルＢＣ 神奈川２
5GD 金子 結依 カネコ　ユイ 青葉ジュニア 神奈川３

榊 百花 サカキ　モカ 青葉ジュニア 神奈川３
5GD 関田 郁帆 セキタ　カホ 出羽バドミンタン 埼玉５

手塚 咲結 テヅカ　ミユ 出羽バドミンタン 埼玉５
5GD 田上 夕莉 タガミ　ユウリ 鰍沢バドミントンスポ少 山梨１

藤井 杏吏 フジイ　アンリ 鰍沢バドミントンスポ少 山梨１
5GD 髙橋 佐和夏 タカハシ　サワナ チャレンジャー 埼玉６

松前 陽葵 マツマエ　ヒマリ チャレンジャー 埼玉６
5GD 澤海 瑛里 ソウミ　エリ 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉７

村山 星羅 ムラヤマ　セラ 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉７
5GD 浅葉 美羽 アサバ　ミウ 久喜ＡＢＣ 埼玉８

大槻 みちる オオツキ　ミチル 久喜ＡＢＣ 埼玉８
5GD 薗田 優奈 ソノダ　ユウナ 青梅ジュニア 東京１

渡邉 杏梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝﾘ 青梅ジュニア 東京１
5GD 吉野 羽都希 ヨシノ　ハヅキ 練馬アドバンスＪｒ 東京２

梅澤 唯花 ウメザワ　ユイカ 練馬アドバンスＪｒ 東京２
5GD 佐藤 つきみ サトウ　ツキミ 渋谷ジュニア 東京３

粟野 莉央 アワノ　リオ 渋谷ジュニア 東京３
5GD 金澤 優咲 カナザワ　ユサ 渋谷ジュニア 東京４

藤井 理緒 フジイ　リオ 渋谷ジュニア 東京４
5GD 須藤 柚希 ストウ　ユズキ ＭＣジュニア 群馬１

池内 花里菜 イケウチ　カリナ ＭＣジュニア 群馬１
5GD 石黒 郁美 イシグロ　イクミ 大泉ＪＢＣ 群馬２

権田 美奈 ゴンダ　ミナ 大泉ＪＢＣ 群馬２
5GD 松本 詩穂里 マツモト　シホリ 薮塚ジュニア 群馬３

清水 美伶 シミズ　ミレイ 薮塚ジュニア 群馬３
5GD 恩田 紘菜 オンダ　ヒロナ 大泉ＪＢＣ 群馬４

梅沢 弥椰 ウメザワ　ヤヤ 大泉ＪＢＣ 群馬４
5GD 中村 羽奈 なかむら はな ハルトノクラブ 茨城１

青山 ひかり あおやま ひかり ハルトノクラブ 茨城１
5GD 前田 未和 まえだ みわ 豊Ｊｒバドミントン 茨城２

丸山 さえ まるやま さえ 豊Ｊｒバドミントン 茨城２
5GD 髙玉 幸佳 たかたま ゆきか ハルトノクラブ 茨城３

石川 優里 いしかわ　ゆり ハルトノクラブ 茨城３
5GD 小池 帆乃霞 こいけ ほのか 桜川Ｊｒ． 茨城４

小池 璃利華 こいけ りりか 桜川Ｊｒ． 茨城４
5GD 齊郷 友花 サイゴウ　ユハナ ベイヒッターズジュニア 千葉１

三代川 由奈 ミヨカワ　ユナ ベイヒッターズジュニア 千葉１
5GD 山﨑 ちはる ヤマザキ　チハル 鎌ヶ谷ジュニア 千葉２

藤本 來花 フジモト　ライカ 鎌ヶ谷ジュニア 千葉２
5GD 内藤 羽菜 ナイトウ　ハナ 野田中根ジュニア 千葉３

小島 七海 コジマ　ナナミ 野田中根ジュニア 千葉３
5GD 遠藤 鈴月 エンドウ　リンカ 大森ジュニア 千葉４

秋山 紗輝 アキヤマ　サキ 大森ジュニア 千葉４
5GD 瀧尾 柚巴 タキオ　ユズハ 城東バドミントン 栃木１

磯 里実花 イソ　リミカ 城東バドミントン 栃木１



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
5GD 直井 愛 ナオイ　アイ 宇都宮中央 栃木２

直井 優 ナオイ　ユウ 宇都宮中央 栃木２
5GD 德永 真依子 トクナガ　マイコ 宇都宮中央 栃木３

柏木 結衣 カシワギ　ユイ 宇都宮中央 栃木３
5GD 吉成 希乃果 ヨシナリ　ノノカ 大田原Ｊｒ 栃木４

井伊 美羽音 イイ　ミハネ 大田原Ｊｒ 栃木４



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
4GD 田沢 しいな タザワ　シイナ 所沢ジュニア 埼玉１

小澤 妃南 コザワ　ヒナ 所沢ジュニア 埼玉１
4GD 澤登 茉生 サワノボリ　マイ 蓮田サウス 埼玉２

竹澤 亜美 タケザワ　アミ 蓮田サウス 埼玉２
4GD 鈴木 希実 スズキ　キミ ビッキーズ 埼玉３

飯塚  茜 イイヅカ　アカネ ビッキーズ 埼玉３
4GD 苅安 雛衣 カリヤス　ヒナエ 春日部白翔 埼玉４

山寺 湖心奈 ヤマデラ　ココナ 春日部白翔 埼玉４
4GD 柳下 璃央 ヤナギシタ　リオ 横浜白山バドミントンＳＳ 神奈川１

長原 里紗 ナガハラ　リサ 横浜白山バドミントンＳＳ 神奈川１
4GD 道越 梨生 ミチコシ　リオ 平塚イーグレット 神奈川２

小西 夏歌 コニシ　ナツカ 平塚イーグレット 神奈川２
4GD 長澤 果夏 ナガサワ　カナ Ｆ・スマイルＢＣ 神奈川３

側高 香織 ソバタカ　カオリ Ｆ・スマイルＢＣ 神奈川３
4GD 高野 陽凪 タカノ　ヒナギ 三条クラークＪｒ． 神奈川４

相場 美羽 アイバ　ミウ 三条クラークＪｒ． 神奈川４
4GD 倉本 詩葉 クラモト　ウタハ 上尾ジュニア 埼玉５

川窪 美駈 カワクボ　ミク 上尾ジュニア 埼玉５
4GD 内村 彩乃 ウチムラ　アヤノ 川越ジュニア 埼玉６

鈴木 莉緒 スズキ　リオ 川越ジュニア 埼玉６
4GD 坪田 陽葉莉 ツボタ　ヒヨリ ＴＥＡＭジュニア 埼玉７

高山 莉菜子 タカヤマ　リナコ ＴＥＡＭジュニア 埼玉７
4GD 山田 芽依 ヤマダ　メイ 蓮田サウス 埼玉８

篠原　美乃里 シノハラ　ミノリ 蓮田サウス 埼玉８
4GD 村山 陽香 ムラヤマ　ハルカ 渋谷ジュニア 東京１

南立 紗希 ナンダテ　サキ 渋谷ジュニア 東京１
4GD 齋藤 翼 サイトウ　ツバサ ハナマウイＪｒ． 東京２

三木 彩加 ミキ　アヤカ ハナマウイＪｒ． 東京２
4GD 猪瀬 智恵 イノセ　チエ 小平ジュニア 東京３

大嶽 実央 オオタケ　ミオ 小平ジュニア 東京３
4GD 南谷 芹 ミナタニ　セリ サザンウィングス 東京４

福山 咲季 フクヤマ　サキ サザンウィングス 東京４
4GD 田村 蘭 タムラ　ラン 神明ジュニア 群馬１

柏瀬 天芳 カシワセ　ソラハ 神明ジュニア 群馬１
4GD 伊藤 ひより イトウ　ヒヨリ 伊勢崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬２

土屋 愛莉 ツチヤ　メリ 伊勢崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬２
4GD 鈴木 彩乃 スズキ　アヤノ 大泉ＪＢＣ 群馬３

福島 朱里 フクシマ　アカリ 大泉ＪＢＣ 群馬３
4GD 井上 葉音莉 イノウエ　ハオリ 群馬レジェンズ 群馬４

髙田 あおい タカダ　アオイ 群馬レジェンズ 群馬４
4GD 加藤 愛梨 かとう あいり ハルトノクラブ 茨城１

今井 伶 いまい れい ハルトノクラブ 茨城１
4GD 永井 凛央 ながい りお 大井沢バドミントン 茨城２

岡田 実穏 おかだ みお 大井沢バドミントン 茨城２
4GD 烏川 愛加 うがわ あいか 東少年バドミントン 茨城３

武石 玲那 たけいし れな 東少年バドミントン 茨城３
4GD 堤 凜月 つつみ りづき 桜川Ｊｒ． 茨城４

髙松 ゆい たかまつ ゆい 桜川Ｊｒ． 茨城４
4GD 細木原 茉奈 ホソキバラ　マナ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ． 千葉１

郎 煕然 ロウ　シイラン Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ． 千葉１
4GD 楠美 乃唯 クスミ　ノイ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ． 千葉２

大貫 里寿 オオヌキ　リズ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ． 千葉２
4GD 坂本 寧音 サカモト　ネネ 市川ジュニア 千葉３

新村 美羽 シンムラ　ミハネ 市川ジュニア 千葉３
4GD 富永 結衣華 トミナガ　ユイカ ベイヒッターズジュニア 千葉４

齊藤 渚 サイトウ　ナギサ ベイヒッターズジュニア 千葉４
4GD 菅原 瑠奈 スガワラ　ルナ 宇都宮中央 栃木１

今井 湊茄 イマイ　ソナ 宇都宮中央 栃木１



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
4GD 川又 彩乃 カワマタ　アヤノ 宇大附属 栃木２

入江 唯衣 イリエ　ユイ 宇大附属 栃木２
4GD 大塚 玲佳 オオツカ　レイカ 宇都宮ＪＢ 栃木３

増茂 優 マシモ　ユウ 宇都宮ＪＢ 栃木３
4GD 藤本 文 フジモト　フミ 宇都宮中央 栃木４

岡澤 優歩 オカザワ　ユウホ 宇都宮中央 栃木４



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
6GS 河村 実里 カワムラ　ミリ 志木ジュニア 埼玉１
6GS 沼田 妹子 ヌマタ　マイコ 出羽バドミンタン 埼玉２
6GS 櫻井 梨香 サクライ　リカ ふじみ野ジュニア 埼玉３
6GS 矢島 未結 ヤジマ　ミユ 志木ジュニア 埼玉４
6GS 樋口 丹里 ヒグチ　アカリ 野の花クラブ・ハート 神奈川１
6GS 長谷 舞優 ナガタニ　マユ 羽飛 神奈川２
6GS 浜崎 莉愛 ハマサキ　レナ ＮＰ神奈川 神奈川３
6GS 田口 美羽 タグチ　ミハネ ＮＰ神奈川 神奈川４
6GS 遠藤 ひなの エンドウ　ヒナノ 中道ジュニア 山梨１
6GS 弦間 柚奈 ゲンマ　ユズナ 鰍沢バドミントンスポ少 山梨２
6GS 伊東 眞央 イトウ　マオ 蓮田サウス 埼玉５
6GS 橋村 妃翔 ハシムラ　ヒメカ 小平ジュニア 東京１
6GS 吉田 絢香 ヨシダ　アヤカ ハナマウイＪｒ． 東京２
6GS 田中 四葉 タナカ　ヨツバ 渋谷ジュニア 東京３
6GS 木田 愛里 キダ　アイリ たなしＭＡＸ Ｊｒ 東京４
6GS 須藤 夏希 ストウ　ナツキ ＭＣジュニア 群馬１
6GS 杉本 夏鈴 スギモト　カリン 大泉ＪＢＣ 群馬２
6GS 齋藤 花怜 サイトウ　カレン 前橋東 群馬３
6GS 赤石 奈名花 アカイシ　ナナカ 神明ジュニア 群馬４
6GS 鈴木 彩乃 すずき あやの ハルトノクラブ 茨城１
6GS 草間 愛実 くさま あみ 東少年バドミントン 茨城２
6GS 小林 瑚子 こばやし ここ アブレイズ 茨城３
6GS 栗原 知波 くりはら　ちなみ 吉田ジュニア 茨城４
6GS 山辺 彩由里 ヤマベ　サユリ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ． 千葉１
6GS 屋代 咲季 ヤシロ　サキ 高洲ホープス 千葉２
6GS 今村 柊香 イマムラ　シュウカ 川間ジュニア 千葉３
6GS 関 まなる セキ　マナル 大森ジュニア 千葉４
6GS 浅野 真央 アサノ　マオ 宇都宮中央 推薦
6GS 瀨野 ひばり セノ　ヒバリ プライドＪｒ 栃木１
6GS 齋藤 歩花 サイトウ　アユカ 今泉バドミントン部 栃木２
6GS 大平  結依 オオヒラ　ユイ 宇都宮中央 栃木３
6GS 藤沼 雫 フジヌマ　シズク ＺＥＲＯ Ｊｒ 栃木４



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
5GS 小川 夕里花 オガワ　ユリカ 春日部白翔 埼玉１
5GS 冨田 桃愛 トミタ　モモア 久喜ＡＢＣ 埼玉２
5GS 関根 菜乃 セキネ　ナノ 春日部白翔 埼玉３
5GS 森永 さくら モリナガ　サクラ ビッキーズ 埼玉４
5GS 田中 美月 タナカ　ミツキ 綾瀬ジュニア 神奈川１
5GS 星野 結衣 ホシノ　ユイ ＮＰ神奈川 神奈川２
5GS 斉藤 咲喜 サイトウ　サキ 青葉ジュニア 神奈川３
5GS 綿貫 奏美 ワタヌキ　カナミ 平塚イーグレット 神奈川４
5GS 越智 絢香 オチ　アヤカ 勝沼ジュニア 山梨１
5GS 小山 璃桜 コヤマ　リオ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉５
5GS 井上 史子 イノウエ　フミコ チャレンジャー 埼玉６
5GS 慶野 琳子 ケイノ　リンコ チャレンジャー 埼玉７
5GS 皆川 恵茉 ミナガワ　エマ 小平ジュニア 東京１
5GS 伴野 碧唯 バンノ　アオイ ＮＯＣＫＳ 東京２
5GS 藤井 円花 フジイ　マドカ 渋谷ジュニア 東京３
5GS 佐藤 帆志乃 サトウ　ホシノ 宝木塚ジュニア 東京４
5GS 石原 茉侑 イシハラ　マユウ 強戸ジュニアバドミントンクラブ 群馬１
5GS 髙山 桜加 タカヤマ　オウカ 伊勢崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬２
5GS 中島 綾音 ナカジマ　アヤネ 尾島ジュニア 群馬３
5GS 井上 舞桜 イノウエ　マオ 桜木ジュニア 群馬４
5GS 前野 和実 まえの なごみ 東少年バドミントン 茨城１
5GS 古澤 彩乃 ふるさわ あやの 西豊田バドミントン 茨城２
5GS 小島 梓 こじま あずさ 鹿嶋バドミントン 茨城３
5GS 平田 晴 ひらた さやか 桜川Ｊｒ． 茨城４
5GS 前田 海惺 マエダ　ミサト 大森ジュニア 千葉１
5GS 伊井 心春 イイ　コハル 市原ジュニア 千葉２
5GS 香田 菜々美 コウダ　ナナミ 川間ジュニア 千葉３
5GS 川﨑 羽 カワサキ　ツバサ ベイヒッターズジュニア 千葉４
5GS 中沢 莉子 ナカザワ　リコ プライドＪｒ 栃木１
5GS 阿部 美鈴 アベ　ミスズ プライドＪｒ 栃木２
5GS 藤田  空音 フジタ　ソラネ 足利レジェンズ 栃木３
5GS 古谷 紗菜 フルヤ　サナ プライドＪｒ 栃木４



種目 名前 ふりがな 所属 グループ 付加情報
4GS 田沢 めいな タザワ　メイナ 所沢ジュニア 埼玉１
4GS 藤原 ほのか フジハラ　ホノカ 所沢ジュニア 埼玉２
4GS 橋爪 藍莉 ハシヅメ　アイリ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉３
4GS 植松 好香 ウエマツ　コノカ 川越ジュニア 埼玉４
4GS 岡村 優希美 オカムラ　ユキミ 綾瀬ジュニア 神奈川１
4GS 曽根 紬 ソネ　ツムギ ＮＰ神奈川 神奈川２
4GS 竿田 風奏 サオダ　フウカ 青葉ジュニア 神奈川３
4GS 髙瀬 可菜 タカセ　カナ アンビション 神奈川４
4GS 津金 心奏 ツガネ　ココナ 甲府ジュニア 山梨１
4GS 秋山 音花 アキヤマ　インカ 鰍沢バドミントンスポ少 山梨２
4GS 望月 絆愛 モチヅキ　キイト 鰍沢バドミントンスポ少 山梨３
4GS 大野 愛美 オオノ　マナミ 猿橋ジュニア 山梨４
4GS 平田 葵 ヒラタ　アオイ 渋谷ジュニア 東京１
4GS 神尾 明希 カミオ　アキ 青梅ジュニア 東京２
4GS 石川 るるう イシカワ　ルルウ たなしＭＡＸ Ｊｒ 東京３
4GS 田村 茉桜 タムラ　マオ 品川ジュニア 東京４
4GS 中野 日麗 ナカノ　ヒヨリ 伊勢崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬１
4GS 関口 心梛 セキグチ　ココナ ＮＢＣあずまジュニア 群馬２
4GS 石田 陽愛 イシダ　ヒナ 宮郷ジュニア 群馬３
4GS 岩﨑 柚香 イワサキ　ユズカ 笠懸ジュニア 群馬４
4GS 木瀬 颯希 きせ さつき 西豊田バドミントン 茨城１
4GS 冨田 千晴 とみた ちはる 桜川Ｊｒ． 茨城２
4GS 中泉 琉花 なかいずみ るか 恋南バドミントン 茨城３
4GS 田添 結奏 たぞえ ゆかな 石岡ジュニア 茨城４
4GS 後藤 那月 ゴトウ　ナツキ ベイヒッターズジュニア 千葉１
4GS 林 優月 ハヤシ　ユヅキ 市川ジュニア 千葉２
4GS 近藤 沙郁 コンドウ　サアヤ ベイヒッターズジュニア 千葉３
4GS 天野 香恋 アマノ　カレン 川間ジュニア 千葉４
4GS 大平 美緒 オオヒラ　ミオ 宇都宮中央 栃木１
4GS 田波 埜乃 タナミ　ノノ 宇都宮中央 栃木２
4GS 藤田  ねね フジタ　ネネ 宇都宮ＪＢ 栃木３
4GS 島田 和紗 シマダ　ナギサ 白沢ＢＣ 栃木４


