
No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県
藤林　輝 ふじばやし　あきら 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県
成田　凌 なりた　りょう 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県

齋藤　晃輝 さいとう　こうき 横倉ジュニア 宮城県
伴野　匠 ばんの　たくみ 横倉ジュニア 宮城県

大畑　龍平 おおはた　りゅうへい ＧＰＷジュニア 福島県
齊藤　悠吾 さいとう　ゆうご ＧＰＷジュニア 福島県
斎藤　叶汰 さいとう　かなた 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県
平田　輝 ひらた　ひかる 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県

木村　優成 きむら　ゆうせい 吉原バドミントンスポーツ少年団 茨城県
栗山　俊介 くりやま　しゅんすけ 吉原バドミントンスポーツ少年団 茨城県
青木　俊樹 あおき　としき ﾊﾙﾄﾉｸﾗﾌﾞﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城県
新宅　雄 しんたく　たける ﾊﾙﾄﾉｸﾗﾌﾞﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城県

廣木　俊輔 ひろき　しゅんすけ 宇都宮ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 栃木県
伊藤　大地 いとう　だいち 宇都宮ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 栃木県
岩下　亮介 いわした　りょうすけ 足利ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 栃木県
多田　晴陽 ただ　はるや 足利ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 栃木県

勅使川原　樹 てしがわら　いつき 藪塚ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 群馬県
副島　理義 そえじま　まさよし 藪塚ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 群馬県
鈴木　翔馬 すずき　しょうま 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県
松本　哲弥 まつもと　てつや 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県
鵜川　大也 うかわ　だいや 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉県
田口　裕久 たぐち　ひろひさ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉県
佐藤　修輔 さとう　しゅうすけ 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県
嶋田　匡明 しまだ　くにあき 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県
岩上　駿太 いわがみ　しゅんた 出羽バドミンタンジュニアクラブ 埼玉県
加藤　恵 かとう　めぐみ 出羽バドミンタンジュニアクラブ 埼玉県

武井　優太 たけい　ゆうた 青梅ジュニア 東京都
遠藤　彩斗 えんどう　あやと 青梅ジュニア 東京都

小野里　大夢 おのざと　ひろむ 小平ジュニア 東京都
藤川　海颯 ふじかわ　ありゅう 小平ジュニア 東京都

鹿野　湧気人 かの　わきと 練馬ジュニア 東京都
堤　洋貴 つつみ　ひろき 練馬ジュニア 東京都

大上　洸樹 おおがみ　こうき 調布ジュニア 東京都
松井　健玖 まつい　たけひさ 調布ジュニア 東京都
香月　海渡 かつき　かいと Team RISE 神奈川県

覧村　龍之介 みむら　りゅうのすけ Team RISE 神奈川県
山脇　聡太 やまわき　そうた 片平ブレイヴ 神奈川県
山田　勝己 やまだ　　かつみ 片平ブレイヴ 神奈川県
國分　俊秀 こくぶ　としひで 石ヶ瀬スポーツ少年団 愛知県
西城　達貴 さいじょう　たつき 石ヶ瀬スポーツ少年団 愛知県
中島　佑斗 なかじま　ゆうと 我孫子ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
沢田　健 さわだ　けん 我孫子ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

齋藤　淳也 さいとう　じゅんや 市川ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
松元　遼 まつもと　りょう 市川ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

細谷　勇太 ほそや　ゆうた 高洲ホープス 千葉県
樋口　岳 ひぐち　がく 高洲ホープス 千葉県

坂堂　竜太郎 ばんどう　りゅうたろう 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
原田　竜也 はらた　たつや 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
平田　太陽 ひらた　たいよう 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
岡本　尚樹 おかもと　なおき 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
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No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県
大平　啓人 おおだいら　けいと 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県
安田　宗平 やすだ　しゅうへい 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県
大山　太陽 おおやま　たいよう 吉原バドミントンスポーツ少年団 茨城県
中村　准也 なかむら　じゅんや 吉原バドミントンスポーツ少年団 茨城県
窪前　大希 くぼまえ　だいき 明野ちびっこバドミントンクラブ 茨城県
吉田　純 よしだ　じゅん 明野ちびっこバドミントンクラブ 茨城県

松田　俊哉 まつだ　しゅんや 明野ちびっこバドミントンクラブ 茨城県
稲光　翔太郎 いなみつ　しょうたろう 明野ちびっこバドミントンクラブ 茨城県
神山　和輝 かみやま　かずき みはらスポーツ文化少年団 栃木県
北川　史翔 きたがわ　ふみと みはらスポーツ文化少年団 栃木県
矢畑　加月 やばた　かづき 前橋東ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 群馬県
桒原　彰吾 くわばら　しょうご 前橋東ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 群馬県
山下　潤也 やました　じゅんや 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県
川島　直也 かわしま　なおや 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県
坂田　蓮 さかた　れん 春日部白翔 埼玉県

澤田　涼介 さわだ　りょうすけ 春日部白翔 埼玉県
大熊　青葉 おおくま　あおば 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県
河野　樹 こうの　いつき 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

牛島　光稀 うしじま　こうき 所沢ジュニア 埼玉県
山本　一輝 やまもと　かずき 所沢ジュニア 埼玉県

松永　那津央 まつなが　なつお 青梅ジュニア 東京都
武井　凛生 たけい　りき 青梅ジュニア 東京都
圓谷　裕大 つぶらや　ゆうだい 国分寺ジュニア 東京都
川端　真通 かわばた　まさみち 国分寺ジュニア 東京都
奥山　颯太 おくやま　そうた 青梅ジュニア 東京都
関根　昴祐 せきね　こうすけ 青梅ジュニア 東京都
榎本　拓真 えのもと　たくま 宝木塚ジュニア 東京都

山本　健太郎 やまもと　けんたろう 宝木塚ジュニア 東京都
小室　直椰 こむろ　なおや 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ　 神奈川県

大久保　智也 おおくぼ　ともや 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ　 神奈川県
渡辺　純平 わたなべ　じゅんぺい もえぎ野ジュニアB.C 神奈川県
久保　翔輝 くぼ　しょうき もえぎ野ジュニアB.C 神奈川県
安間　太一 やすま　たいち 勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団 山梨県
内田　康介 うちだ　こうすけ 勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団 山梨県
野田　好希 のだ　よしき 師勝ジュニアバドミントンクラブ 愛知県
余吾　慧 よご　さとる 師勝ジュニアバドミントンクラブ 愛知県

宮脇　勇真 みやわき　ゆうま 野田中根ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
宮下　怜 みやした　れい 野田中根ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

 篠崎　史弥 しのざき　ふみや 高洲ホープス 千葉県
福永　旺洋 ふくなが　あきひろ 高洲ホープス 千葉県
冨塚　海斗 とみつか　かいと 流山ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
伊藤　正悟 いとう　しょうご 流山ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
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No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県
石井　翔生 いしい　しょう 横倉ジュニア 宮城県
八島　宏弥 やしま　ひろや 横倉ジュニア 宮城県
久野　陽翔 くの　あきと 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県
稲川　開陸 いながわ　かいり 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県
伊藤　聰馬 いとう　そうま ﾊﾙﾄﾉｸﾗﾌﾞﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城県
松永　晃冶 まつなが　こうじ ﾊﾙﾄﾉｸﾗﾌﾞﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城県
石原　倫 いしはら　りん 藪塚ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 群馬県

荒木　悠斗 あらき　ゆうと 藪塚ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 群馬県
松村　拓哉 まつむら　たくや 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県
時田　貴章 ときた　たかあき 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県
岩城　慎 いわき　しん 三郷ダックス 埼玉県
島根　潤 しまね　じゅん 三郷ダックス 埼玉県

坪倉　太陽 つぼくら　たいよう 出羽バドミンタンジュニアクラブ 埼玉県
沼田　和真 ぬまた　かずま 出羽バドミンタンジュニアクラブ 埼玉県
大澤　史和 おおさわ　ふみかず 志木ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県
星　雄人 ほし　ゆうと 志木ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

柴田　拓実 しばた　たくみ 小平ジュニア 東京都
松木　大弥 まつき　だいや 小平ジュニア 東京都
菅原　愁 すがわら　しゅう 調布ジュニア 東京都

本田　海理 ほんだ　かいり 調布ジュニア 東京都
中尾　壮太 なかお　そうた t.ishiba.japan 東京都
高橋　知也 たかはし　ともや t.ishiba.japan 東京都
野口　翔平 のぐち　しょうへい たなしMAX Jr. 東京都
柳川　蓮 やながわ　れん たなしMAX Jr. 東京都

山本　唯翔 やまもと　ゆうと 野の花クラブ・ハート 神奈川県
田中　大陸 たなか　りく 野の花クラブ・ハート 神奈川県
安保　瑠城 あんぽ　りゅうき 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
安保　武輝 あんぽ　むつき 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
木村　太洋 きむら　たいよう 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
高橋　陸 たかはし　りく 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

稲村　裕輝 いなむら　ゆうき 市川ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
村上　港 むらかみ　みなと 市川ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

石井　稜真 いしい　りょうま 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
柳原　秀太 やなぎはら　しゅうた 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
田口　聖也 たぐち　せいや 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

石塚  誠一朗 いしづか　せいいちろう 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
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No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県
山上　舞夏 やまがみ　まいか 塩竃ジュニアバドミントンクラブ 宮城県
佐藤　仁美 さとう　ひとみ 塩竃ジュニアバドミントンクラブ 宮城県
内海　円伽 うつみ　まどか 塩竃ジュニアバドミントンクラブ 宮城県
庄司　茉以 しょうじ　まい 塩竃ジュニアバドミントンクラブ 宮城県
佐藤　優那 さとう　ゆうな 塩竃ジュニアバドミントンクラブ 宮城県
神山　歩美 かみやま　あゆみ 塩竃ジュニアバドミントンクラブ 宮城県
安達　友妃 あだち　ゆうひ 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県
木内　彩乃 きうち　あやの 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県
町田　華梨 まちだ　かりん ﾊﾙﾄﾉｸﾗﾌﾞﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城県
小堤　榛菜 おずつみ　はるな ﾊﾙﾄﾉｸﾗﾌﾞﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城県
小池　由華 こいけ　ゆか 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県
景山　柴帆 かげやま　しほ 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県
黒田　さつき くろだ　さつき 滑川バドミントンスポーツ少年団 茨城県

漆野　菜々美 うるしの　ななみ 滑川バドミントンスポーツ少年団 茨城県
大垣　日南 おおがき　ひな 宇都宮ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 栃木県
佐藤　友実 さとう　ともみ 宇都宮ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 栃木県
中島　愛理 なかじま　えり 大泉ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 群馬県
宮下　怜音 みやした　れのん 大泉ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 群馬県
後藤　彩音 ごとう　あやね 前橋東バドミントンクラブ 群馬県
福田　沙耶 ふくだ　さや 前橋東バドミントンクラブ 群馬県
井坂　菜々 いさか　なな 藪塚ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 群馬県
唐澤　天音 からさわ　あまね 藪塚ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 群馬県
齋藤　夏 さいとう　なつ 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

篠山　麻衣 しのやま　まい 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県
榎本　紗貴 えのもと　さき 所沢ジュニア 埼玉県
安楽　桃花 あんらく　ももか 所沢ジュニア 埼玉県
佐藤　灯 さとう　あかり 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

鈴木　陽向 すずき　ひなた 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県
對馬　結 つしま　ゆう 行田バドミントン 埼玉県

小堀　黄八扇 こぼり　こはぜ 行田バドミントン 埼玉県
大石　悠生 おおいし　ゆう 小平ジュニア 東京都
神尾　悠里 かみお　ゆうり 小平ジュニア 東京都
佐藤　杏 さとう　あん 小平ジュニア 東京都

鈴木　愛梨 すずき　えり 小平ジュニア 東京都
税所　知子 さいしょ　ともこ 国分寺ジュニア 東京都
小林　奈未 こばやし　なみ 国分寺ジュニア 東京都
福島　早希 ふくしま　さき たなしMAX Jr. 東京都
三枝　ゆきの さえぐさ　ゆきの たなしMAX Jr. 東京都
藤　亜里紗 ふじ　ありさ 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 神奈川県
花田　紗希 はなだ　さき 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 神奈川県
関　琴音 せき　ことね 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

南雲　美音 なぐも　みね 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県
武藤　璃海 むとう　りな 大清水ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟ‒ﾂ少年団 神奈川県
永田　繭 ながた　まゆ 大清水ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟ‒ﾂ少年団 神奈川県

安食　優香 あじき　ゆうか もえぎ野ジュニアB.C 神奈川県
殿水　亜依 とのみず　あい もえぎ野ジュニアB.C 神奈川県

輿石　江里香 こしいし　えりか 勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団 山梨県
佐藤　実野里 さとう　みのり 勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団 山梨県
松下　桜良 まつした　さくら 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
遠山　実歩 とおやま　みほ 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
横川　綾香 よこかわ　あやか 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

藪崎  晶姫美 やぶさき　あきみ 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
村上　美羽 むらかみ　みう 市川ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
宮　澪里 みや　みおり 市川ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
石子　愛 いしこ　あい シャトル桜木 千葉県

酒井　理夏 さかい　りか シャトル桜木 千葉県
徳原　佐紀 とくはら　さき 高洲ホープス 千葉県
西野　あみ にしの　あみ 高洲ホープス 千葉県

戸辺　友希乃 とべ　ゆきの 野田中根ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
栗原　あかり くりはら　あかり 野田中根ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
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No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県
大澤　楓 おおさわ　かえで フライングシャトラーズ 岩手県

馬場　桜華 ばば　おうか フライングシャトラーズ 岩手県
小笠原　望乃佳 おがさわら　ほのか 横倉ジュニア 宮城県

櫻井　紀香 さくらい　さやか 横倉ジュニア 宮城県
海老澤　彩 えびさわ　あや 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県
小川　明華 おがわ　はるか 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県

小吹　久瑠実 おぶき　くるみ 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県
永沼　澪奈 ながぬま　れな 東少年バドミントンスポーツ少年団 茨城県
蛯原　理奈 えびはら　りな Kid’s MORIYA 茨城県
前田　琴音 まえだ　ことね Kid’s MORIYA 茨城県
岩岡　みのり いわおか　みのり ﾊﾙﾄﾉｸﾗﾌﾞﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城県
杉山　薫 すぎやま　かおる ﾊﾙﾄﾉｸﾗﾌﾞﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城県
伊藤　空 いとう　そら 宇都宮ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 栃木県

大垣　友南 おおがき　ゆうな 宇都宮ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 栃木県
新田　凪 にった　なぎさ 御幸ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 栃木県
新田　光 にった　ひかる 御幸ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 栃木県

根岸　優衣 ねぎし　ゆい 上戸祭ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 栃木県
岩本　莉奈 いわもと　りな 上戸祭ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 栃木県
八角　実侑 やすみ　みゆ 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県
秋庭　美羽 あきば　みう 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県
沼田　育子 ぬまた　いくこ 出羽バドミンタンジュニアクラブ 埼玉県
原田　佳歩 はらだ　かほ 出羽バドミンタンジュニアクラブ 埼玉県
江田　美吹 えだ　みぶき 羽生ジュニア 埼玉県

蓮見　彩由里 はすみ　あゆり 羽生ジュニア 埼玉県
小森　有紗 こもり　ありさ 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

佐々木　花菜 ささき　かな 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県
宇都　智加 うと　ちか 小平ジュニア 東京都
宮崎　淳美 みやざき　あつみ 小平ジュニア 東京都
加藤　碧夏 かとう　あいか 町田ジュニア 東京都
吉川　茜 よしかわ　あかね 町田ジュニア 東京都

大上　朝佳 おおがみ　あさか 調布ジュニア 東京都
辻田　真南 つじた　まな 調布ジュニア 東京都
武井　幸姫 たけい　みさき 青梅ジュニア 東京都
大竹　絢葉 おおたけ　あやは 青梅ジュニア 東京都

小松崎　萌歌 こまつざき　もえか KSBC‒Jr 神奈川県
斉藤　柚 さいとう　ゆずり KSBC‒Jr 神奈川県

杉山　未来 すぎやま　みく 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
大高　舞衣 おおたか　まい 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
大澤　千鶴 おおさわ　ちづる シャトル桜木 千葉県
井上　裕心 いのうえ　ひろみ シャトル桜木 千葉県
石井　杏奈 いしい　あんな シャトル桜木 千葉県
山崎　美花 やまざき　みか シャトル桜木 千葉県
花嶋　美佑 はなしま　みゆう 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
生繁　桃子 おいしげ　ももこ 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
髙澤　瑞朋 たかざわ　みずほ 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
木暮　若菜 こぐれ　わかな 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
山辺　莉花 やまべ　りか 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
小山  瑠花 こやま　るか 柏南部ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

川野　梨々華 かわの　りりか 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
横山　紗弥 よこやま　さや 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
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No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県
桜井　彬乃 さくらい　あやの ﾊﾙﾄﾉｸﾗﾌﾞﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城県
小川　実咲 おがわ　みさき ﾊﾙﾄﾉｸﾗﾌﾞﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城県
宮下　澪奈 みやした　れいな 吉原バドミントンスポーツ少年団 茨城県
宮下　彩奈 みやした　あやな 吉原バドミントンスポーツ少年団 茨城県
萩原　菜結 はぎわら　なゆ 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県
青木　伽奈 あおき　かな 桜川ジュニアバドミントンクラブ 茨城県
矢野　渚 やの　なぎさ 強戸ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 群馬県

小野　涼奈 おの　すずな 強戸ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 群馬県
田中　寿奈 たなか　ひさな 所沢ジュニア 埼玉県
山根　千遥 やまね　ちはる 所沢ジュニア 埼玉県
加藤　響 かとう　ひびき 三郷ダックス 埼玉県

佐藤　くるみ さとう　くるみ 三郷ダックス 埼玉県
遠藤　愛 えんどう　まな ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 埼玉県

近藤　泉実 こんどう　いずみ ＳＨＵＴＴＬＥ　ＫＩＤＳ 埼玉県
本田　胡桃 ほんだ　くるみ 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県
長澤　里菜 ながさわ　りな 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県
松永　千怜 まつなが　ちさと 青梅ジュニア 東京都
戸崎　雪穂 とざき　ゆきほ 青梅ジュニア 東京都

小野里　かなう おのざと　かなう 小平ジュニア 東京都
麻生　夏未 あそう　なつみ 小平ジュニア 東京都
加藤　采子 かとう　あやこ 町田ジュニア 東京都

大野　友羽里 おおの　ゆうり 町田ジュニア 東京都
石川　心菜 いしかわ　ここな たなしMAX Jr. 東京都
大澤　陽奈 おおさわ　ひな たなしMAX Jr. 東京都
内田　美羽 うちだ　みう 汲沢バドミントンクラブ 神奈川県
大竹　璃菜 おおたけ　りな 汲沢バドミントンクラブ 神奈川県
森　愛恵 もり　まなみ 大清水ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟ‒ﾂ少年団 神奈川県

柿崎　真希 かきざき　まき 大清水ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟ‒ﾂ少年団 神奈川県
杉山　愛結 すぎやま　あゆ 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
 杉山　凜 すぎやま　りん 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

長嶋　穂希 ながしま　ほまれ 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
関口　かのん せきぐち　かのん 市原ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
栗原　琉夏 くりはら　るな 野田中根ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
岡田　奏海 おかだ　かなう 野田中根ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

藤田　凜々子 ふじた　りりこ 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
渡辺　七海 わたなべ　ななみ 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
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