
No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

上野　稜大 うえの　りょうた

浜田　隼弥 はまだ　しゅんや

二宮　彬裕 にのみや　あきひろ

堀米　哲平 ほりごめ　てっぺい

福岡　祐希 ふくおか　ゆうき

髙橋　翔太 たかはし　しょうた

志賀　光 しが　ひかる

松永　晃冶 まつなが　こうじ

前田　寛明 まえだ　ひろあき

鈴木　悠人 すずき　ゆうと

小澤　陵右 おざわ　りょうすけ

田中　陽太 たなか　ようた

川端　唯人 かわばた　ゆいと　　

堂園　泰成 どうぞの　たいせい

鈴鹿　航一朗 すずか　こういちろう

宮成　望 みやなり　のぞむ

棚田　光翔 たなだ　ひろと　　　

佐藤　由 さとう　ゆう

アハマド　亜照 あはまど　あでる

齋藤　悠希 さいとう　ゆうき

後藤　瑛大 ごとう　あきひろ

浅野　涼太 あさの　りょうた

小原　輝 おばら　ひかる

柳川　蓮 やながわ　れん

深井　俊椰 ふかい　しゅんや

江面　孝紀 えづら　こうき

近藤　新汰 こんどう　あらた

鴛海　健 おしうみ　けん

水谷　結太 みずたに　ゆうた

高城　翔一 たかぎ　しょういち

岡山　耕太 おかやま　こうた

細野　晃太郎 ほその　こうたろう

丹羽　祐貴 にわ　ゆうき

長岡　武琉 ながおか　たける

成塚　智耶 なりづか　ともや

小金井　一輝 こがねい　かずき

佐々木　翔眞 ささき　しょうま

岩間　洸多 いわま　こうた

寺内　琳 てらうち　りん

冨田　慎之介 とみた　しんのすけ

中田　大地 なかた　だいち

木村　輝星 きむら　あきと

安藤　達哉 あんどう　たつや

相葉　皓太 あいば　こうた

平野　巧 ひらの　たくみ

金井　海翔 かない　かいと

中川　創太 なかがわ　そうた

田口　聖也 たぐち　せいや

谷川　僚吾 たにがわ　りょうご

林　顕吾 はやし　けんご

南　一輝 みなみ　いつき

谷　柊輔 たに　しゅうすけ
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男子6年生以下の部／選手名簿

千葉県

神奈川県

鳩ヶ谷ウイングス

埼玉県久喜ＡＢＣ
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ハルトノバドミントンクラブ

綾瀬ジュニアバドミントンクラブ

汲沢バドミントンクラブ
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名簿の順は、申し込み順です。
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24 推

茨城県

豊ジュニア

栃木県

東京都

たなしＭＡＸジュニア

練馬アドバンス

青梅ジュニアバドミントンクラブ

宝木塚ジュニアバドミントンクラブ

小平ジュニアバドミントンクラブ

蓮田サウスシャトラーズ

汲沢バドミントンクラブ

羽桜

宇大附属小バドミントン部

宇都宮中央ジュニア

野田中根ジュニア

大森ジュニア

市原ジュニア

スリーセブンＪｒ

松戸六実ジュニア

群馬県笠懸ジュニアバドミントンクラブ

神明ジュニアバドミントンクラブ

高崎ジュニアバドミントンクラブ

推 松戸六実ジュニア

26 推 高洲ホープス



No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

村本　拓海 むらもと　たくみ

小柳　泰知 こやなぎ　たいち

山岡　陸歩 やまおか　ときほ

横沢　颯人 よこざわ　はやと

伊藤　康太郎 いとう　やすたろう

中川　友那 なかがわ　ゆうな

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

深谷　洸太 ふかや　こうた

鳥川　智匡 うがわ　ともまさ

渡辺　匠海 わたなべ　たくみ

小島　翔 こじま　しょう

岡村　理史 おかむら　りふみ

白田　圭人 しらた　けいと

中條　颯汰 ちゅうじょう　そうた

廣瀬　礼桜 ひろせ　れお

縄田　理玖 なわた　りく

橋村　優翔 はしむら　ゆうと

小沼　孝次 こぬま　こうじ

関根　翔太 せきね　しょうた

合田　翔太 ごうだ　しょうた

小見山　和斗 こみやま　かずと

高橋　知也 たかはし　ともや

田中　佑哉 たなか　ゆうや

田山　瑛士 たやま　あきと

北島　大輝 きたじま　だいき

村上　港 むらかみ　みなと

大西　悠斗 おおにし　ゆうと

山崎　歩 やまざき　あゆむ

野澤　快斗 のざわ　かいと

古賀　聖人 こが　まさと

時田　直幸 ときた　なおゆき

鈴木　柚人 すずき　ゆうと

村上　士竜 むらかみ　しりゅう
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男子5年生以下の部／選手名簿

神奈川県串川育成会

鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ

埼玉県

三郷ダックス
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蓮田サウスシャトラーズ
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名簿の順は、申し込み順です。

群馬県

栃木県

茨城県

シャトル桜木

市川ジュニア

小平ジュニアバドミントンクラブ

青梅ジュニアバドミントンクラブ

東京都

流山ジュニア

鎌ヶ谷ジュニア

みはら文化スポーツ少年団

大井沢バドミントンクラブ

明野ちびバド

東少年バドミントン

たなしＭＡＸジュニア

TEAM ISHIBA JAPAN

神明ジュニアバドミントンクラブ

宇都宮ジュニアバドミントン

4

1

1

1

2

3

2

1

2

千葉県

18

15

16

17



No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校 都道府県

栗野　朝陽 くりの　あさひ

遠田　圭伸 えんだ　よしのぶ

山嵜　陽斗 やまざき　はると

鶴田　遥大 つるた　はると

塚本　直史 つかもと　なおふみ

久松　陸 ひさまつ　りく

小峯　泰成 こみねたいせい

三木　颯斗 みき　はやと

今泉　宏樹 いまいずみ　こうき

北川　雄大 きたがわ　ゆうだい

野口　駿平 のぐち　しゅんぺい

柳川　瑠生 やながわ　るい

大野　天 おおの　てん

指宿　太陽 いぶすき　ひかる

青木　洸明 あおき　こうめい

篠原　仙一 しのはら　せんいち

戸村　侑翔 とむら　ゆうが

山下　晃永 やました　こうえい

寺内　涼 てらうち　りょう

冨田　颯之介 とみた　りゅうのすけ

藤田　櫂 ふじた　かい

荒木　仁之介 あらき　じんのすけ

井上　拓翔 いのうえ　たくと

森　颯大 もり　さつき

大八木　奏柊 おおやぎ　かなで

竹下　直輝 たけした　なおき

2015年7月9日 現在
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男子4年生以下の部／選手名簿

茨城県

埼玉県

1

1
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4

1

2

3

推

みはら文化スポーツ少年団

鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ

ナイスショットバドミントンクラブ

ハルトノバドミントンクラブ

ハルトノバドミントンクラブ

たなしＭＡＸジュニア

TEAM ISHIBA JAPAN

小平ジュニアバドミントンクラブ

小平ジュニアバドミントンクラブ

高洲ホープス

千葉県

松戸六実ジュニア

市原ジュニア

東京都

栃木県

スリーセブンＪｒ


