
都道府県 No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校名

1 松田　俊哉 まつだ　しゅんや 明野ちびバド

2 滝本　千裕 たきもと　ちひろ 豊ジュニア

3 松永　尚樹 まつなが　なおき ハルトノ

4 鈴木　暖 すずき　ひなた 石岡ジュニア

1 若林　由亮 わかばやし　よしあき 小山ジュニアバドミントンクラブ

2 伊藤　大地 いとう　だいち 宇都宮ジュニアバドミントンクラブ

3 神山　和輝 かみやま　かずき みはらスポーツ文化少年団

4 藤本　智仁 ふじもと　ともひと

河内ジュニアバドミントン

スクールスポーツ少年団

1 小野里　幸汰 おのざと　こうた 前橋東

2 手嶋　柊斗 てしま　しゅうと ＴＣジュニア

3 新井　昌仁 あらい　まさと 神明ジュニア

4 高橋　大夢 たかはし　ひろむ 九合ジュニア

1 後藤　サン ごとう　さん 所沢ジュニアバドミントンクラブ

2 加藤　恵 かとう　めぐみ 出羽バドミンタンジュニアクラブ

3 秋山　太樹 あきやま　たいき 大宮ウィナーズ

4 冨塚　慎之介 とみづか　しんのすけ チャレンジャー

1 榎本　拓真 えのもと　たくま 宝木塚ジュニア

2 松永　那津央 まつなが　なつお 青梅ジュニア

3 野手　貴斗 ので　たかと 調布ジュニア

4 岩西　理玖 いわにし　りく Team Clover

1 百上　拓海 ももがみ　たくみ 汲沢バドミントンクラブ

2 覧村　龍之介 みむら　りゅうのすけ Team RISE

3 當間　雄哉 とうま　ゆうや 虹ヶ丘バドミントンクラブ

4 梅蔭　勇太 うめかげ　 ゆうた 横浜ジュニアBC

1 中澤　尚吾 なかざわ　しょうご 甲府ジュニア

2 中村　晃大 なかむら　こうた 鰍沢スポーツ少年団

3 戸栗　悠太 とぐり　ゆうた 鰍沢スポーツ少年団

4 笹本　郁人 ささもと　いくと 甲府ジュニア

1 塩澤　慶郁 しおさわ　けい 川間ジュニア

2 松元　遼 まつもと　りょう 市川ジュニア

3 宮脇　勇真 みやわき　ゆうま 野田中根ジュニア

4 塚田　湧也 つかだ　ゆうや 季美の森ジュニア
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都道府県 No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校名

1 稲光　翔太郎 いなみつ　しょうたろう 明野ちびバド

2 阿部　歩人 あべ　てくと 桜川ジュニア

3 岡野　藍輝 おかの　あいき 恋南

4 高久　美彦 たかく　よしひこ 恋南

1 渡邉　俊祐 わたなべ　しゅんすけ 足利ジュニアバドミントンクラブ

2 林　隆之介 はやし　りゅうのすけ 宇都宮ダッシングクラブ

3 仁科　潤海 にしな　ひろみ 小山ジュニアバドミントンクラブ

4 中村　恵大 なかむら　けいた プライドジュニア

1 塚越　達也 つかごし　たつや 笠懸ジュニア

2 宮下　冬偉 みやした　とうい 強戸ジュニア

3 乙目　幸大 おとめ　こうだい 九合ジュニア

4 田中　風伊 たなか　ふうい 強戸ジュニア

1 松村　拓哉 まつむら　たくや 蓮田サウスシャトラーズ

2 山本　一輝 やまもと　かずき 所沢ジュニアバドミントンクラブ

3 鈴木　俊也 すずき　しゅんや 春日部白翔

4 熊田　圭修 くまだ　けいすけ チャレンジャー

1 柴田　拓実 しばた　たくみ 小平ジュニア

2 松木　大弥 まつき　だいや 小平ジュニア

3 仁平　浩太 にへい　こうた 練馬アドバンス

4 谷津　央祐 やつ　おうすけ t.ishiba japan

1 小野　泰平 おの　たいへい NP神奈川

2 川端　真人 かわばた　まなと 串川育成会

3 山本　唯翔 やまもと　ゆうと 野の花クラブ・ハート

4 渡邊　玲 わたなべ　れん KSBC-Jr

1 石山　怜央 いしやま　れお 甲府ジュニア

2 小野　光 おの　ひかる 甲府ジュニア

3 中園　耀基 なかぞの　かがき 中道ジュニア

1 山﨑　諒羽 やまざき　りょう 野田中根ジュニア

2 安保　瑠城 あんぽ　りゅうき 松戸六実ジュニア

3 髙藤　春希 たかふじ　はるき 川間ジュニア

4 高橋　陸 たかはし　りく 鎌ケ谷ジュニア

5 宮崎　颯 みやざき　はやて 大森ジュニア
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都道府県 No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校名

1 富田　剣斗 とみた　けんと 豊ジュニア

2 渡辺　大雅 わたなべ　たいが 十王

3 大吉　慧 おおよし　さとる 明野ちびバド

4 渡邉　匠 わたなべ　たくみ 東少年

1 荻原　聖也 おぎわら　せいや 今市ジュニアバドミントンクラブ

2 大垣　空也 おおがき　そら REVENGE

3 遠藤　陽哉 えんどう　はるや 足利レジェンズ

4 浅野　涼太 あさの　りょうた 宇都宮中央ジュニア

1 石崎　陽明 いしざき　はるあき 大泉ＪＢＣ

2 小林　遥輝 こばやし　はるき 群馬レジェンズ

3 成塚　智耶 なりづか　ともや 笠懸ジュニア

4 本合　叶尚 ほんごう　かなた 群馬レジェンズ

1 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

2 岩城　慎 いわき　しん 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ

3 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

4 平田　透和 ひらた　とわ チャレンジャー

1 武井　凜生 たけい　りき 青梅ジュニア

2 深井　俊椰 ふかい　しゅんや

八王子市スポーツ少年団

　バドミントン八王子ジュニア

3 橋村　優翔 はしむら　ゆうと 小平ジュニア

4 向山　天珠 むかいやま　てんじゅ 練馬アドバンス

1 三浦　知喜 みうら　ともき NP神奈川

2 川端　唯人 かわばた　ゆいと 串川育成会

3 銘苅　拓望 めいかり　たくみ 横浜白山バドミントン

4 棚田　光翔 たなだ　ひろと 羽桜

1 佐藤　秀 さとう　しゅう 勝沼ジュニア

2 安間　亮太 やすま　りょうた 勝沼ジュニア

3 志村　聡哉 しむら　そうや ラトバ

4 芦澤　拓実 あしざわ　たくみ 鰍沢スポーツ少年団

1 宮下　怜 みやした　れい 野田中根ジュニア

2 安保　武輝 あんぽ　むつき 松戸六実ジュニア

3 柳原　秀太 やなぎはら　しゅうた 松戸六実ジュニア

4 寺内　琳 てらうち　りん 高洲ホープス
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都道府県 No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校名

1 染谷　菜々美 そめや　ななみ 大井沢

2 佐藤　茅穂 さとう　ちほ 南地区

3 鈴木　幸恵 すずき　ゆきえ 豊ジュニア

4 景山　紫帆 かげやま　しほ 桜川ジュニア

1 杉村　南美 すぎむら　みなみ プライドジュニア

2 伊藤　玲香 いとう　れいか 小山ジュニアバドミントンクラブ

3 鍋島　紅深 なべしま　くみ 宇都宮中央ジュニア

4 柿沼　志帆 かきぬま　しほ 御幸スポーツ少年団バドミントン部

1 須田　絢菜 すだ　あやな 桐生川内ジュニア

2 野村　朱里 のむら　あかり ＭＣジュニア

3 邉見　奈美来 へんみ　なみき 昭和ジュニア

4 樵　遥花 きこり　はるか 前橋東

1 鈴木　陽向 すずき　ひなた 鳩ヶ谷ウイングス

2 中條　由菜 なかじょう　ゆうな チャレンジャー

3 千葉　綾乃 ちば　あやの 志木ジュニアバドミントンクラブ

4 小堀　黄八扇 こぼり　こはぜ 行田バドミントン

1 宇都　智加 うと　ちか 小平ジュニア

2 今井　玖良々 いまい　くらら 練馬ジュニア

3 加藤　碧夏 かとう　あおか 町田ジュニア

4 田代　流楓 たしろ　るか 小平ジュニア

1 原島　彩乃 はらしま　あやの NP神奈川

2 髙野　怜菜 たかの　れな 汲沢バドミントンクラブ

3 宮本　美海 みやもと　みみ 三条クラークJr.

4 河内　音羽 かわうち　おとは 野の花クラブ・ハート

1 吉田　百伽 よしだ　ももか 甲府ジュニア

2 玉木　那奈 たまき　なな ラトバ

3 村松　有佳 むらまつ　ゆうか 南アルプスジュニア

4 名取　真菜 なとり　まな 南アルプスジュニア

1 栗原　あかり くりはら　あかり 野田中根ジュニア

2 花嶋　美佑 はなしま　みゆう 鎌ケ谷ジュニア

3 小山　瑠花 こやま　るか 鎌ケ谷ジュニア

4 山辺　莉花 やまべ　りか 柏南部ジュニア
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都道府県 No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校名

1 萩原　菜結 はぎわら　なゆ 桜川ジュニア

2 青木　伽奈 あおき　かな 桜川ジュニア

3 小吹　菜凪実 おぶき　ななみ 東少年

4 淀　美幸 よど　みゆき 大井沢

1 中静　朱里 なかしず　あかり 宇都宮中央ジュニア

2 櫻井　理湖 さくらい　りこ 白沢バドミントンクラブ

3 新井　瞳伽 あらい　まどか 足利ジュニアバドミントンクラブ

4 横塚　珠七 よこつか　みなな 上河内バドミントンクラブ

1 荻原　祐希 おぎわら　ゆうき 藪塚ジュニア

2 坪田　倫子 つぼた　ともこ ＭＣジュニア

3 石川　渚 いしかわ　なぎさ 藤岡ジュニア

4 須田　楓華 すだ　ふうか 群馬レジェンズ

1 田中　寿奈 たなか　ひさな 所沢ジュニアバドミントンクラブ

2 山根　千遥 やまね　ちはる 所沢ジュニアバドミントンクラブ

3 糸谷　あかり いとや　あかり 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ

4 小磯　維織 こいそ　いおり 志木ジュニアバドミントンクラブ

1 小野里　かなう おのざと　かなう 小平ジュニア

2 重見　ゆきの しげみ　ゆきの 練馬ジュニア

3 麻生　夏未 あそう　なつみ 小平ジュニア

4 西野　公美子 にしの　くみこ サザンウィングス

1 内田　美羽 うちだ　みう 汲沢バドミントンクラブ

2 佐々木　りん ささき　りん 綾瀬ジュニアBC

3 田中　蛍 たなか　けい NP神奈川

4 岩瀬　ましろ いわせ　ましろ 綾瀬ジュニアBC

1 鈴木　涼子 すずき　りょうこ 鰍沢スポーツ少年団

2 中澤　香乃 なかざわ　かの 鰍沢スポーツ少年団

3 丸山　美菜子 まるやま　みなこ 甲府ジュニア

4 仙洞田　みなみ せんどうだ　みなみ 甲府ジュニア

1 栗原　琉夏 くりはら　るな 野田中根ジュニア

2 石塚　日菜子 いしづか　ひなこ 柏南部ジュニア

3 杉山　愛結 すぎやま　あゆ 松戸六実ジュニア

4 宮内　湖音 みやうち　こと 季美の森ジュニア
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都道府県 No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校名

1 杉山　薫 すぎやま　かおる ハルトノ

2 佐藤　宥菜 さとう　ひろな 南地区

3 後藤　咲々 ごとう　ささ 東少年

4 小林　和佳菜 こばやし　わかな 大井沢

1 髙﨑　柚那 たかさき　ゆな 上戸祭バドミントンスポーツ少年団

2 伊藤　朱里 いとう　しゅり REVENGE

3 檜山　蒼彩 ひやま　あおい 宇都宮ジュニアバドミントン

4 馬込　可菜 まごめ　かな 宇都宮ダッシングクラブ

1 小野　涼奈 おの　すずな 強戸ジュニア

2 近藤　ななみ こんどう　ななみ 前橋東

3 大村　悠花 おおむら　ゆうか 大泉ＪＢＣ

4 桑原　小夏 くわばら　こなつ ＭＣジュニア

1 村木　善知 むらき　うと 志木ジュニアバドミントンクラブ

2 中村　美紅 なかむら　みく 鶴ヶ島Angele

3 守山　愛琉 もりやま　あいる 出羽バドミンタンジュニアクラブ

4 宮下　桃佳 みたした　ももか 鳩ヶ谷ウイングス

1 大澤　陽奈 おおさわ　ひな たなしMAX Jr.

2 田代　葵楓 たしろ　あいか 小平ジュニア

3 石川　心菜 いしかわ　ここな たなしMAX Jr.

4 野村　優那 のむら　ゆな 小平ジュニア

1 大竹　璃菜 おおたけ　りな 汲沢バドミントンクラブ

2 鶴田　小春 つるた　こはる 串川育成会

3 西尾　実莉 にしお　みのり 若草ジュニアBC

4 神崎　美結 かんざき　みう Team RISE

1 中澤　里奈 なかざわ　りな 甲府ジュニア

2 芦澤　日菜 あしざわ　ひな 鰍沢スポーツ少年団

3 磯谷　和花 いそや　のどか 勝沼ジュニア

4 中澤　希和 なかざわ　きわ 鰍沢スポーツ少年団

1 長嶋　穂希 ながしま　ほまれ 市原ジュニア

2 関口　かのん せきぐち　かのん 市原ジュニア

3 杉山　 凜 すぎやま　りん 松戸六実ジュニア

4 横田　彩香 よこた　あやか 柏南部ジュニア
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都道府県 No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校名

大山　太陽 おおやま　たいよう

中村　准也 なかむら　じゅんや

吉田　純 よしだ　じゅん

窪前　大希 くぼまえ　だいき

内藤　俊介 ないとう　しゅんすけ

西尾　駿杜 にしお　はやと

三堀　蓮 みほり　れん

黒田　柊 くろだ　しゅう

板橋　史哉 いたばし　ふみや

横須賀　丞 よこすか　すすむ

吉村　拓真 よしむら　たくま

小松　大仁 こまつ　ひろと

鷹箸　日向 たかのはし　ひなた

鈴木　魁 すずき　かい

浜田　慧大 はまだ　けいと

浅石　裕都 あさいし　ゆうと

矢畑　加月 やばた　かづき

桒原　彰吾 くわばら　しょうご

成塚　陸翔 なりづか　りくと

遠坂　直希 えんさか　なおき

窪田　成那 くぼた　せな

ソクタウイサップ　カニン そくたういさっぷ　かにん

丹羽　康介 にわ　こうすけ

日置　翔太 ひおき　しょうた

山下　潤也 やました　じゅんや

川島　直也 かわしま　なおや

嶋田　匡明 しまだ　まさあき

大木　崇寛 おおき　たかひろ

佐藤　一真 さとう　かずま

八重樫　涼平 やえがし　りょうへい

坂田　蓮 さかた　れん

澤田　涼介 さわだ　りょうすけ

瀬戸　尊也 せと　たかや

山本　健太郎 やまもと　けんたろう

関根　昂祐 せきね　こうすけ

奥山　颯太 おくやま　そうた

横田　陸 よこた　りく

小森　智之 こもり　ともゆき

永井　陸斗 ながい　りくと

正田　雄太郎 しょうだ　ゆうたろう

平本　錦樹 ひらもと　にしき

江頭　桜空 えがしら　おうすけ

小室　直椰 こむろ　なおや

大久保　智也 おおくぼ　ともや

渡辺　純平 わたなべ　じゅんぺい

久保　翔輝 くぼ　しょうき

原　夏輝 はら　なつき

田中　大陸 たなか　りく

安間　太一 やすま　たいち

内田　康介 うちだ　こうすけ

三森　透也 みつもり　とうや

安藤　翔 あんどう　しょう

小澤　優飛 おざわ　ゆうひ

小澤　叶飛 おざわ　かなと

篠崎　史弥 しのざき　ふみや

柘野　翔大 つげの　しょうだい

篠原　僚太 しのはら　りょうた

岡本　空都 おかもと　たかと

中西　流我 なかにし　あるが

山田　康生 やまだ　こうせい

3 南地区

4

第8回 関東小学生バドミントン選手権大会

1 吉原

2 明野ちびバド

ナイスショット

男子6年生以下ダブルス／参加者名簿

1 UBGA

2 西原ジュニアバドミントンクラブ

3 宇都宮中央ジュニア

4 御幸スポーツ少年団バドミントン部

1 前橋東

2 笠懸ジュニア

3 強戸ジュニア

4 神明ジュニア

1 鳩ヶ谷ウイングス

2 鳩ヶ谷ウイングス

3 SHUTTLE KIDS

4 春日部白翔

1 宝木塚ジュニア

2 青梅ジュニア

3 TSUKI Ⅲ Jr.

4 久松ジュニア

1 NP神奈川

2 綾瀬ジュニアBC

勝沼ジュニア

3 増穂スポーツ少年団

3 もえぎ野ジュニアBC

4 野の花クラブ・ハート

神奈川県

2 季美の森ジュニア

3 季美の森ジュニア

1 勝沼ジュニア

1 高洲ホープス

2

茨城県

栃木県

東京都

埼玉県

群馬県

千葉県

山梨県



都道府県 No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校名

倉持　佳祐 くらもち　けいすけ

松永　晃治 まつなが　こうじ

久野　陽翔 くの　あきと

稲川　開陸 いながわ　かいり

斉藤　陽向 さいとう　ひなた

佐藤　元気 さとう　げんき

中島　歩勇 なかじま　あゆむ

山嵜　良空 やまざき　らく

北川　史翔 きたがわ　ふみと

工藤　瞳哉 くどう　とうや

鈴木　亨 すずき　とおる

菊地　翔太 きくち　しょうた

安生　悠透 あんじょう　ゆうと

芳田　琉生 よしだ　るい

中條　晃綺 ちゅうじょう　こうき

小林　謙介 こばやし　けんすけ

石原　倫 いしはら　りん

荒木　悠斗 あらき　ゆうと

楢原　颯馬 ならはら　そうま

髙野　僚 こうの　りょう

持田　啓貴 もちだ　ひろたか

浅田　晴人 あさだ　はると

川岸　勇斗 かわぎし　はやと

小金井　一輝 こがねい　かずき

福田　祐弥 ふくだ　ゆうや

伊藤　聡馬 いとう　そうま

郡　浩史 こうり　こうし

郡　奏志 こうり　そうし

熊木　倖也 くまき　ゆきや

小林　卓馬 こばやし　たくま

坂田　来人 さかた　らいと

三代　朋也 みしろ　ともや

本田　海理 ほんだ　かいり

菅原　愁 すがわら　しゅう

小原　悠 おはら　はるか

柳川　蓮 やながわ　れん

大塚　秀蔵 おおつか　しゅうぞう

佐藤　隆一 さとう　りゅういち

大隈　輝道 おおくま　てるみち

川上　勝太 かわかみ　しょうた

安孫子　輝忠 あびこ　てるただ

藺藤　真咲 いとう　まさき

吉井　智秋 よしい　ともあき

伊藤　太樹 いとう　たいき

阿部　壮登 あべ　たけと

江口　翔一朗 えぐち　しょういちろう

秋元　遥希 あきもと　はるき

福井　雄介 ふくい　ゆうすけ

深澤　太聖 ふかさわ　たいせい

土屋　遼登 つちや　はると

岩佐　迪明 いわさ　みちあき

中村　琉聖 なかむら　りゅうき

稲村　裕輝 いなむら　ゆうき

平尾　彰悟 ひらお　しょうご

伊藤　正悟 いとう　しょうご

石尾　太一 いしお　たいち

美谷　佳輝 みたに　よしき

藤枝　夏王 ふじえだ　なお

福永　旺洋 ふくなが　あきひろ　

松本　直也 まつもと　なおや

木村　太洋 きむら　たいよう

二見　俊輔 ふたみ　しゅんすけ

男子5年生以下ダブルス／参加者名簿

1 ハルトノ

茨城県

2 桜川ジュニア

3 吉原

4 ナイスショット

1 みはらスポーツ文化少年団

栃木県

2 益子ジュニアバドミントンクラブ

3 南摩スポーツ少年団

4 みはらスポーツ文化少年団

1 藪塚ジュニア

群馬県

2 藪塚ジュニア

3 前橋東

4 笠懸ジュニア

1 出羽バドミンタンジュニアクラブ

埼玉県

2 上里ジュニアバドミントンシャトル

3 チャレンジャー

4 SHUTTLE KIDS

1 調布ジュニア

東京都

2 たなしMAX Jr.

3 有馬シャトル

4 C・S・A

1 NP神奈川

神奈川県

2 串川育成会

3 大清水

4 三条クラークJr.

1 中道ジュニア

山梨県

2 勝沼ジュニア

α岩名ジュニア

1 市川ジュニア

4 高洲ホープス

5 鎌ヶ谷ジュニア

千葉県

2 流山ジュニア

3
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都道府県 No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校名

伊藤　聡馬 いとう　そうま

志賀　光 しが　ひかる

飯泉　大地 いいずみ　だいち

小峯　優大 こみね　ゆうだい

山口　紘輝 やまぐち　こうき

百瀬　友翔 ももせ　ゆうと

栄永　健伸 えいなが　けんしん

清水　玲 しみず　れい

林　顕吾 はやし　けんご

吉田　悠 よしだ　ゆう

早川　柊 はやかわ　しゅう

山本　凜 やまもと　りん

アハマド　亜照 あはまど　あでる

齋藤　悠希 さいとう　ゆうき

岡村　理史 おかむら　りふみ

白田　圭人 しらた　けいと

杉本　晴輝 すぎもと　はるき

須藤　大翔 すどう　つばさ

田山　瑛士 たやま　あきと

北島　大輝 きたじま　だいき

丹羽　祐貴 にわ　ゆうき

日置　翼 ひおき　つばさ

松島　勇海 まつしま　いさみ

小林　蒼暉 こばやし　そうき

高橋　翔太 たかはし　しょうた

福岡　祐希 ふくおか　ゆうき

上野　稜大 うえの　りょうた

浜田　隼弥 はまだ　しゅんや

大出　健太 おおいで　けんた

杉浦　希実 すぎうら　のぞみ

村本　拓海 むらもと　たくみ

糸谷　ひかる いとや　ひかる

野口　翔平 のぐち　しょうへい

小原　輝 おはら　ひかる

江面　孝紀 えづら　こうき

小沼　孝次 こぬま　こうじ

近藤　新汰 こんどう　あらた

鴛海　健 おしうみ　たける

高城　翔一 たかぎ　しょういち

水谷　結太 みずたに　ゆうた

平本　正樹 ひろもと　たかき

田中　魁 たなか　かい

田中　陽太 たなか　ようた

南雲　志勇 なぐも　しゆう

大木　優介 おおき　ゆうすけ

渡辺　匠海 わたなべ　たくみ

高野　佑介 たかの　ゆうすけ

田代　陸人 たしろ　りくと

中川　創太 なかがわ　そうた

田口　聖也 たぐち　せいや

村上　港 むらかみ　みなと

平尾　遼芽 ひらお　りょうが

寺内　涼 てらうち　りょう

大八木　奏柊 おおやぎ　かなで

男子4年生以下ダブルス／参加者名簿

1 ハルトノ

第8回 関東小学生バドミントン選手権大会

茨城県

2 ハルトノ

3 大井沢

4 宇都宮ジュニアバドミントン

4 明野ちびバド

1 宇都宮ダッシングクラブ

2 城東バドミントンスポーツ少年団

3 宇大付属小バドミントン部

1 大泉ＪＢＣ

群馬県

2 神明ジュニア

3 神明ジュニア

4 高崎ジュニア

1 鳩ヶ谷ウイングス

埼玉県

2 蓮田サウスシャトラーズ

3 本庄ジュニアバドミントンシャトルスター

4 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ

1 たなしMAX Jr.

東京都

2 青梅ジュニア

3 宝木塚ジュニア

4 小平ジュニア

1 NP神奈川

神奈川県

2 綾瀬ジュニアBC

3 串川育成会

4 汲沢バドミントンクラブ

1 松戸六実ジュニア

市川ジュニア

3 高洲ホープス

2千葉県

栃木県



都道府県 No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校名

海老澤　彩 えびさわ　あや

小川　明華 おがわ　はるか

小吹　久瑠実 おぶき　くるみ

永沼　澪奈 ながぬま　れな

花輪　菜々実 はなわ　ななみ

谷山　桃子 たにやま　ももこ

松本　千穂 まつもと　ちほ

小松崎　花鈴 こまつざき　かりん

伊藤　空 いとう　そら

大垣　友南 おおがき　ゆうな

新田　光 にった　ひかる

新田　凪 にった　なぎさ

筧　明日花 かけい　あすか

山本　怜奈 やまもと　れな

飯塚　晴菜 いいづか　はるな

人見　遥香 ひとみ　はるか

長島　美優 ながしま　みゆ

久柗　寿美玲 ひさまつ　すみれ

酒井　朋美 さかい　ともみ

高草木　友菜 たかくさき　ゆうな

河野　鈴佳 かわの　すずか

中島　亜紀 なかじま　あき

関口　優衣 せきぐち　ゆい

星野　知沙 ほしの　ちず

大澤　佳歩 おおさわ　かほ

手戸　愛理 てと　あいり

八角　実侑 やすみ　みゆ

秋庭　美羽 あきば　みう

江田　美吹 えだ　みぶき

蓮見　彩由里 はすみ　あゆり

髙橋　智穂 たかはし　ちほ

三好　野乃花 みよし　ののか

武井　幸姫 たけい　みさき

大竹　絢葉 おおたけ　あやは

大上　朝佳 おおがみ　あさか

辻田　真南 つじた　まな

田中　陽菜乃 たなか　ひなの

斎藤　怜奈 さいとう　れいな

中沢　楓 なかざわ　かえで

並木　美佳 なみき　みか

小松崎　萌歌 こまつざき　もえか

斉藤　柚 さいとう　ゆずり

小田　有希菜 おだ　ゆきな

福田　美幸 ふくだ　みゆき

頼住　佳乃 よりずみ　かの

石川　蘭 いしかわ　らん

山口　実夏 やまぐち　みなつ

庄司　愛美 しょうじ　まなみ

小川　桃果 おがわ　ももか

日原　野々香 ひはら　ののか

加茂　結莉 かも　ゆうり

渡部　りん わたなべ　りん

矢崎　夏帆 やざき　かほ

佐野　楓 さの　かえで

杉山　未来 すぎやま　みく

大高　舞衣 おおたか　まい

井上　裕心 いのうえ　ひろみ

大澤　千鶴 おおさわ　ちづる

石井　杏奈 いしい　あんな

山崎　美花 やまさき　みか

横山　紗弥 よこやま　さや

川野　梨々華 かわの　りりか

岩瀬　由美 いわせ　ゆみ

相葉　満友 あいば　みゆ

千葉県

4 松戸六実ジュニア

栃木県

東京都

埼玉県

群馬県

山梨県

5 大森ジュニア

女子6年生以下ダブルス／参加者名簿

神奈川県

2 シャトル桜木

3 シャトル桜木

1 勝沼ジュニア

4 横浜白山バドミントン

1 松戸六実ジュニア

2 勝沼ジュニア

3 勝沼ジュニア

2 トータスクラブ

3 NP神奈川

4 たなしMAX Jr.

1 KSBC-Jr

2 調布ジュニア

3 練馬アドバンス

4 アドバンス

1 青梅ジュニア

2 蓮田サウスシャトラーズ

3 羽生ジュニアバドミントンクラブ

4 ＭＣジュニア

1 志木ジュニアバドミントンクラブ

2 桐生川内ジュニア

3 高崎ジュニア

4 みはらスポーツ文化少年団

1 相生ジュニア

2 御幸スポーツ少年団バドミントン部

3 城東バドミントンスポーツ少年団

大井沢

4 恋南

1 宇都宮ジュニアバドミントン

第8回 関東小学生バドミントン選手権大会

1 東少年

2 東少年

茨城県

3



都道府県 No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校名

宮下　澪奈 みやした　れいな

宮下　彩奈 みやした　あやな

檀原　由衣 だんばら　ゆい

成島　優衣花 なるしま　ゆいか

小川　実咲 おがわ　みさき

櫻井　彬乃 さくらい　あきの

青木　もえ あおき　もえ

宮澤　花歩 みやざわ　かほ

厚海　菜 あつうみ　なな

渡邉　朋美 わたなべ　ともみ

小栗　捺希 おぐり　なつき

北原　優希 きたはら　ゆき

見目　有里那 けんもく　ゆりな

佐々木　一桃 ささき　いつみ

諸根　陽乃 もろね　はるの

鈴木　蒼彩 すずき　あおい

武井　陽香 たけい　はるか

久保田　鈴音 くぼた　すずね

渡辺　莉奈 わたなべ　りな

大沼　梓 おおぬま　あずさ

大澤　茉紘 おおさわ　まひろ

富澤　芽以 とみざわ　めい

茂木　円香 もてぎ　まどか

桒原　彩名 くわばら　あやな

佐藤　くるみ さとう　くるみ

倉島　美咲 くらしま　みさき

加藤　響 かとう　ひびき

石川　穂乃香 いしかわ　ほのか

冨塚　真優子 とみづか　まゆこ

荘野　美鈴 そうの　みすず

草間　唯花 くさま　ゆいか

萩原　結希 はぎわら　ゆき

戸﨑　雪穂 とざき　ゆきほ

松永　千怜 まつなが　ちさと

花上　陽莉 はなうえ　ひなり

本橋　和奏 もとはし　わかな

吉澤　莉緒 よしざわ　りお

柳下　生帆 やぎした　きほ

神谷　優香 かみや　ゆうか

三島　凛 みしま　りん

五十嵐　直美 いがらし　なおみ

田澤　未陽 たざわ　みはる

櫻井　遥香 さくらい　はるか

津留　瑠奈 つる　るな

森　愛恵 もり　まなみ

柿崎　真希 かきざき　まき

伊藤　理子 いとう　りこ

松川　未央 まつかわ　みお

角田　ひかる つのだ　ひかる

春田　桃 はるた　もも

菅野　季々 かんの　きき

斉郷　遥南 さいごう　はるな

花光　笑里 はなみつ　えみり

岩井　瑞歩 いわい　みずほ

佐藤　陽菜 さとう　はるな

富樫　成実 とがし　なるみ

伊東　里紗 いとう　りさ

冨田　梨未 とみた　りみ

伊藤　楓歩 いとう　かほ

岡崎　美成 おかざき　みなり

高田　夢乃 たかだ　ゆめの

田中　晴菜 たなか　はるな

本吉　実穂 もとよし　みほ

安藤　加奈 あんどう　かな

4 大森ジュニア

5 高洲ホープス

6 季美の森ジュニア

7 東部台ジュニア

千葉県

2 シャトル桜木

3 松戸六実ジュニア

1 高洲ホープス

1 中道ジュニア山梨県

1 三条クラークJr.

神奈川県

2 柿生JBC

3 大清水

4 青葉ジュニアBC

1 青梅ジュニア

東京都

2 サザンウィングス

3 小平ジュニア

4 久松ジュニア

1 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ

埼玉県

2 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ

3 チャレンジャー

4 鳩ヶ谷ウイングス

1 ＭＣジュニア

群馬県

2 相生ジュニア

3 藪塚ジュニア

4 大泉ＪＢＣ

ＡＩＲＹＵ

1 南摩スポーツ少年団

栃木県

2 白沢バドミントンクラブ

3 宇大付属小バドミントン部

4 南摩スポーツ少年団

第8回 関東小学生バドミントン選手権大会

女子5年生以下ダブルス／参加者名簿

1 吉原

茨城県

2 大井沢

3 ハルトノ
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都道府県 No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校名

谷川　莉奈 たにがわ　りな

仁田　麻登香 にた　まどか

古茂田　倭子 こもだ　わこ

石橋　結子 いしばし　ゆうこ

田名部　千夏 たなべ　ちなつ

羽田　紗耶乃 はた　さやの

百瀬　由梨 ももせ　ゆり

久下　百花 くげ　ももか

大野　華穂 おおの　かほ

髙野　有理 たかの　あさと

田﨑　恵里子 たさき　えりこ

舛木　さくら ますき　さくら

堀　珠菜 ほり　じゅな

今泉　咲夢 いまいずみ　さくら

田川　瑳音 たがわ　さな

廣田　絢香 ひろた　あやか

山口　菜摘 やまぐち　なつみ

近藤　ももな こんどう　ももな

天沼　かすみ あまぬま　かすみ

石関　都古 いしぜき　みやこ

金子　由奈 かねこ　ゆな

柏瀬　倫佳 かしわせ　りんか

今井　颯姫 いまい　さつき

谷田部　陽菜 やたべ　ひな

髙橋　未成 たかはし　みな

沼田　智咲 ぬまた　ちさき

八角　真帆 やすみ　まほ

秋庭　夢来 あきば　むく

加賀谷　空実 かがや　くるみ

河野　唯織 こうの　いおり

赤崎　愛 あかさき　あい

矢嶋　幸 やじま　ゆき

藤田　美咲 ふじた　みさき

岩西　真那 いわにし　まな

高木　咲枝 たかぎ　さえ

安藤　奈央 あんどう　なお

熊澤　咲恵 くまざわ　さえ

田中　舞緒 たなか　まお

木下　紗良 きのした　さら

田中　愛梨 たなか　あいり

石井　なつみ いしい　なつみ

福田　紗奈 ふくだ　さな

高崎　菜月 たかさき　なつき

田中　子嘉 たなか　しいか

國領　咲希 こくりょう　さき

田中　珠鈴 たなか　じゅり

原　楓 はら　かえで

菊地原　恋呂 きくちはら　こころ

赤澤　涼華 あかざわ　すずか

林　咲空 はやし　さくら

高橋　茉優 たかはし　まゆ

中野　円佳 なかの　まどか

藤田　凜々子 ふじた　りりこ

渡辺　七海 わたなべ　ななみ

丹　琴音 たん　ことね

組山　梨乃 くみやま　りの

飯田　暖菜 いいだ　はるな

大口　瑚乃佳 おおぐち　このか

飛川　遥 とびかわ　はるか

岡本　萌奈未 おかもと　もなみ

胡桃　良菜 くるみ　らな

鈴木　琴子 すずき　ことこ

梅崎　愛葉 うめさき　あいは

岡村　実咲 おかむら　みさき

6 川間ジュニア

7 松戸六実ジュニア

3 松戸六実ジュニア

4 高洲ホープス

5 高洲ホープス

3 羽飛

4 串川育成会

1

1 市原ジュニア

鎌ケ谷ジュニア2

1 横浜白山バドミントン

神奈川県

2 トータスクラブ

Team Clover

東京都

2 青梅ジュニア

3 小平ジュニア

4 練馬アドバンス

1 所沢ジュニアバドミントンクラブ

埼玉県

2 蓮田サウスシャトラーズ

3 蓮田サウスシャトラーズ

4 志木ジュニアバドミントンクラブ

1 前橋東

群馬県

2 ＭＣジュニア

3 神明ジュニア

4 笠懸ジュニア

1 宇大付属小バドミントン部

栃木県

2 宇都宮中央ジュニア

3 みはらスポーツ文化少年団

4 南摩スポーツ少年団

茨城県

2 成沢

3 豊ジュニア

4 大井沢

女子4年生以下ダブルス／参加者名簿

1 ナイスショット

第8回 関東小学生バドミントン選手権大会

8 柏南部ジュニア

千葉県


