
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

木村 和司 きむら かずし 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県

川島 直也 かわしま なおや 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

山下 潤也 やました じゅんや 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

佐藤 一真 さとう かずま SHUTTLE KIDS 埼玉県

八重樫 涼平 やえがし りょうへい SHUTTLE KIDS 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

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

矢畑 加月 やばた かづき 前橋東バドミントンクラブ 群馬県

桒原 彰吾 くわばら しょうご 前橋東バドミントンクラブ 群馬県

松田 俊哉 まつだ しゅんや 明野ちびっこバドミントン 茨城県

稲光 翔太朗 いなみつ しょうたろう 明野ちびっこバドミントン 茨城県

大山 太陽 おおやま たいよう 吉原バドミントン 茨城県

中村 准也 なかむら じゅんや 吉原バドミントン 茨城県

滝本 千裕 たきもと ちひろ 豊ジュニア 茨城県

富田 剣斗 とみた けんと 豊ジュニア 茨城県

吉田 純 よしだ じゅん 明野ちびっこバドミントン 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 茨城県

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

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

関根 昂祐 せきね こうすけ 青梅ジュニア 東京都

奥山 颯太 おくやま そうた 青梅ジュニア 東京都

野手 貴斗 ので たかと 調布ジュニア 東京都

湯沢 恵多 ゆざわ けいた 調布ジュニア 東京都

仁平 浩太 にだいら こうた 練馬アドバンスバドミントン 東京都

向山 華月 むこうやま かつき 練馬アドバンスバドミントン 東京都

塩澤 慶郁 しおさわ けい 川間ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

髙藤 春希 たかふじ はるき 川間ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

宮脇 勇真 みやわき ゆうま 野田中根ジュニア 千葉県

山﨑 諒羽 やまざき りょう 野田中根ジュニア 千葉県

原田 竜也 はらだ たつや 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

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

篠原 僚太 しのはら りょうた 季美の森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

岡本 空都 おかもと たかと 季美の森ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

山田 剛生 やまだ こうき 大森ジュニア 千葉県

宮崎 颯 みやざき はやて 大森ジュニア 千葉県

篠崎 史弥 しのざき ふみや 高洲ホープス 千葉県

柘野 翔大 つげの しょうだい 高洲ホープス 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

福田 祐弥 ふくだ ゆうや 出羽バドミンタンジュニアクラブ 埼玉県

伊藤 聡馬 いとう そうま 出羽バドミンタンジュニアクラブ 埼玉県

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

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

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

郡 浩史 こおり ひろし 上里ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

郡 奏志 こおり そうし 上里ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

竹内 俊輔 たけうち しゅんすけ 松川村ジュニアバドミントンクラブ 長野県

吉原 大貴 よしはら だいき 松川村ジュニアバドミントンクラブ 長野県

石原 倫 いしはら りん 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

荒木 悠斗 あらき ゆうと 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

楢原 颯馬 ならはら そうま 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

髙野 僚 こうの りょう 藪塚ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

倉持 佳祐 くらもち けいすけ ハルトノクラブ 茨城県

松永 晃冶 まつなが こうじ ハルトノクラブ 茨城県

久野 陽翔 くの あきと 桜川ジュニアバドミントン 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 茨城県

中島 歩勇 なかじま あゆむ 阿見ナイスショットBC 茨城県

山嵜 良空 やまざき らく 阿見ナイスショットBC 茨城県

川端 真人 かわばた まなと 串川育成会 神奈川県

川端 唯人 かわばた ゆいと 串川育成会 神奈川県

吉井 智秋 よしい ともあき 串川育成会 神奈川県

伊藤 太樹 いとう たいき 串川育成会 神奈川県

福井 雄介 ふくい ゆうすけ 三条クラークＪｒ． 神奈川県

秋元 遥希 あきもと はるき 三条クラークＪｒ． 神奈川県

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

工藤 瞳哉 くどう とうや みはらスポーツ文化少年団 栃木県

菅原 愁 すがわら しゅう 調布ジュニア 東京都

本田 海里 ほんだ かいり 調布ジュニア 東京都

谷津 央祐 やつ おうすけ t.isiba.japan 東京都

赤田 皓貴 あかだ こうき t.isiba.japan 東京都

小森 武翔 こもり たけと 調布ジュニア 東京都

ムハンマド 亜麻瑠 むはんまど あまる 調布ジュニア 東京都

大塚 秀蔵 おおつか しゅうぞう 有馬シャトル 東京都

佐藤 隆一 さとう りゅういち 有馬シャトル 東京都

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

平尾 彰悟 ひらお しょうご 市川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

上田 晃大 うえだ こうた 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

福永 旺洋 ふくなが あきひろ 高洲ホープス 千葉県

寺内 琳 てらうち りん 高洲ホープス 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

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

高橋 翔太 たかはし しょうた 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

福岡 祐希 ふくおか ゆうき 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

上野 稜大 うえの りょうた 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

浜田 隼弥 はまだ じゅんや 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

岩城 慎 いわき しん 三郷ダックスジュニア 埼玉県

村本 拓海 むらもと たくみ 三郷ダックスジュニア 埼玉県

花澤 璃恭 はなざわ りく 松川村ジュニアバドミントンクラブ 長野県

望月 皓成 もちづき こうせい 松川村ジュニアバドミントンクラブ 長野県

伊藤 聡馬 いとう そうま ハルトノクラブ 茨城県

志賀 光 しが ひかる ハルトノクラブ 茨城県

小峯 優大 こみね ゆうだい ハルトノクラブ 茨城県

飯泉 大地 いいずみ だいち ハルトノクラブ 茨城県

栄永 健信 えいなが けんしん 明野ちびっこバドミントン 茨城県

清水 玲 しみず れい 明野ちびっこバドミントン 茨城県

山本 宗汰 やまもと そうた ＮＰ神奈川 神奈川県

平本 正樹 ひらもと たかき ＮＰ神奈川 神奈川県

大木 優介 おおき ゆうすけ 串川育成会 神奈川県

渡辺 匠海 わたなべ たくみ 串川育成会 神奈川県

野口 翔平 のぐち しょうへい たなしMAX Jr. 東京都

小原 輝 おはら ひかり たなしMAX Jr. 東京都

井上 憲伸 いのうえ けんしん 八王子ジュニア 東京都

深井 俊椰 ふかい しゅんや 八王子ジュニア 東京都

水谷 結太 みずたに ゆうた 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都

高城 翔一 たかぎ しょういち 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都

向山 天珠 むこうやま てんしゅ 練馬アドバンスバドミントン 東京都

山﨑 琢磨 やまざき たくま 練馬アドバンスバドミントン 東京都

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

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

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

平尾 遼芽 ひらお りょうが 市川ジュニアバドミントンクラブ 千葉県

中川 創太 なかがわ そうた 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 松戸六実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 千葉県

藤田 陸大 ふじた りくと 野田中根ジュニア 千葉県
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