
ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校
二ノ上 拓斗 にのがみ たくと 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ
蔣 宇辰④ しょう うたつ 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ
前田 海翔 まえだ かいと 大森ジュニアバドミントンクラブ

鈴木 裕也➄ すずき ゆうや 大森ジュニアバドミントンクラブ
秋山 悦輝 あきやま のぶてる 大森ジュニアバドミントンクラブ
阿部 隼太 あべ はやた 大森ジュニアバドミントンクラブ
森  颯大 もり さつき 市原ジュニアバドミントンクラブ
遠藤 恵大 えんどう けいた 市原ジュニアバドミントンクラブ
小林 晴葵 こばやし はるき 柏南部ジュニアバドミントンクラブ
石川 諒介 いしかわ りょうすけ 柏南部ジュニアバドミントンクラブ
齋藤 大 さいとう だい 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

小林 風葵 こばやし かずき 柏南部ジュニアバドミントンクラブ
鈴木 怜依 すずき れい Progress Jr.バドミントンクラブ
森井 絢哉 もりい けんや Progress Jr.バドミントンクラブ
永柄 豪 ながえ ごう 船橋ジュニアバドミントンクラブ

網谷 翼➄ あみたに たすく 船橋ジュニアバドミントンクラブ
田端 朝晃 たばた あさひ 市川ジュニアバドミントンクラブ
西尾 和馬 にしお かずま 市川ジュニアバドミントンクラブ

冨田 颯之介 とみた りゅうのすけ スリーセブン　Jr
鈴木 竣➄ すずき しゅん スリーセブン　Jr
根岸 恭平 ねぎし きょうへい スリーセブン　Jr
粟野 寛太 あわの かんた スリーセブン　Jr
篠塚 愛来 しのづか あいら 香取ジュニアバドミントンクラブ
天海 悠人 てんかい ゆうと 香取ジュニアバドミントンクラブ

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校
5MD 1 石野 真聖 いしの まなと 流山ジュニアバドミントンクラブ

上重 渉 じょうじゅう わたる 流山ジュニアバドミントンクラブ
5MD 2 加納 康平 かのう こうへい 流山ジュニアバドミントンクラブ

上重 響 じょうじゅう ひびき 流山ジュニアバドミントンクラブ
佐藤 雄輝 さとう ゆうき 流山ジュニアバドミントンクラブ

井上 颯藍③ いのうえ そら 流山ジュニアバドミントンクラブ
尾込 温人 おごめ はると 市原ジュニアバドミントンクラブ
牧 颯大 まき そうた 市原ジュニアバドミントンクラブ

石塚 優太朗 いしづか ゆうたろう Progress Jr.バドミントンクラブ
横田 絆③ よこた きずな Progress Jr.バドミントンクラブ

岩下 慶一郎 いわした けいいちろう Progress Jr.バドミントンクラブ
海老原 大斗④ えびはら やまと Progress Jr.バドミントンクラブ

浦山 航 うらやま わたる ﾍﾞｲﾋｯﾀｰｽﾞジュニアバドミントンクラブ
佐々木 玲 ささき れい ﾍﾞｲﾋｯﾀｰｽﾞジュニアバドミントンクラブ
矢内 慎吾 やない しんご 市川ジュニアバドミントンクラブ
皿谷 創 さらたに つくる 市川ジュニアバドミントンクラブ

武内 崇隼 たけうち たかとし スリーセブン　Jr
小林 諒 こばやし りょう スリーセブン　Jr

尾座元 琉偉 おざもと るい スリーセブン　Jr
吉田 耕晟 よしだ こうせい スリーセブン　Jr
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ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校
石塚 柚羽 いしづか ゆう 流山ジュニアバドミントンクラブ

鈴木 悠輔③ すずき ゆうすけ 流山ジュニアバドミントンクラブ
安藤 大翔 あんどう たいと 大森ジュニアバドミントンクラブ
田口 倫 たぐち りん 大森ジュニアバドミントンクラブ

坂本 結翔③ さかもと ゆいと 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
湯川 瑛太③ ゆかわ えいた 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
重田 八雲③ しげた やくも 市原ジュニアバドミントンクラブ
田島 亮太③ たじま りょうた 市原ジュニアバドミントンクラブ
川名 星瑠 かわな せる 船橋ジュニアバドミントンクラブ
富澤 将斗 とみさわ まさと 船橋ジュニアバドミントンクラブ
新村 薩真 しんむら さつま 市川ジュニアバドミントンクラブ
大澤 夏來 おおさわ なつき 市川ジュニアバドミントンクラブ

金子 源太朗 かねこ げんたろう 市川ジュニアバドミントンクラブ
美濃 龍斗 みの りゅうと 市川ジュニアバドミントンクラブ

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校
砂川 温香 すなかわ のどか 流山ジュニアバドミントンクラブ
眞鍋 柚 まなべ ゆず 流山ジュニアバドミントンクラブ

田島 潮音 たしせま しおん 流山ジュニアバドミントンクラブ
木幡 莉花➄ こわた りか 流山ジュニアバドミントンクラブ
岩井 理香 いわい りか シャトル桜木

鶴賀谷 結依 つるがや ゆい シャトル桜木
篠塚 小桜 しのづか こはる 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ
藤原 美輝 ふじわら みき 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ
松浦 千紗 まつうら ちさ 大森ジュニアバドミントンクラブ

生田 菜琉乃 いくた なるの 大森ジュニアバドミントンクラブ
奥村 美咲子 おくむら みさこ 季美の森ジュニアバドミントンクラブ

吉倉 榊 よしくら さかき 季美の森ジュニアバドミントンクラブ
星野 結依 ほしの ゆい 高洲ホープス

小澤 寧音➄ おざわ ねね 高洲ホープス
佐藤 瑠穂乃 さとう りおの 八千代ジュニアバドミントンクラブ
本井 舞鈴➄ もとい まりん 八千代ジュニアバドミントンクラブ
新井 美結 あらい みゆ 八千代ジュニアバドミントンクラブ
本田 すみれ ほんだ すみれ 八千代ジュニアバドミントンクラブ
福冨 光那 ふくとみ らな 市原ジュニアバドミントンクラブ
下川 春乃 しもかわ はると 市原ジュニアバドミントンクラブ
関 ことは せき ことは 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

岩尾 柚希 いわお ゆずき 柏南部ジュニアバドミントンクラブ
木村 綺音 きむら あやね 野田中根ジュニアバドミントンクラブ
武田 沙綾 たけだ さあや 野田中根ジュニアバドミントンクラブ
秦野 さつき はたの さつき 野田中根ジュニアバドミントンクラブ
内藤 美月 ないとう みずき 野田中根ジュニアバドミントンクラブ
美濃 麗華 みの れいか 市川ジュニアバドミントンクラブ
大澤 すみれ おおさわ すみれ 市川ジュニアバドミントンクラブ
長谷川 煌花 はせがわ きらら 船橋ジュニアバドミントンクラブ
岩撫 菜々子 いわなで ななこ 船橋ジュニアバドミントンクラブ
森田 歩美 もりた あゆみ 船橋ジュニアバドミントンクラブ
永柄 蘭➄ ながえ らん 船橋ジュニアバドミントンクラブ

佐久間 柚月 さくま ゆずき スリーセブン　Jr
一條 彩葉 いちじょう いろは スリーセブン　Jr
新田 椿 にった つばき スリーセブン　Jr

上田 明日香 うえだ あすか スリーセブン　Jr
柳澤 采子 やなぎさわ ことこ スリーセブン　Jr

加藤 ことね➄ かとう ことね スリーセブン　Jr
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ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校
戸部 碧月 とべ あおい 流山ジュニアバドミントンクラブ
眞鍋 杏④ まなべ あんず 流山ジュニアバドミントンクラブ
宮田 凪菜 みやた なな 流山ジュニアバドミントンクラブ
北野 満豊 きたの まひろ 流山ジュニアバドミントンクラブ
鎌形 陽葵 かまがた ひまり シャトル桜木
鈴木 茜音 すずき あかね シャトル桜木
明石 春香 あかし はるか 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

佐久間 凜音④ さくま りおん 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ
白川 菜結 しらかわ なゆ 大森ジュニアバドミントンクラブ

前田 海惺③ まえだ みさと 大森ジュニアバドミントンクラブ
山本 凛華 やまもと りんか 季美の森ジュニアバドミントンクラブ
金井 奈央 かない なお 季美の森ジュニアバドミントンクラブ
山崎 ひかる やまざき ひかる 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ

佐藤 杏 さとう あん 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
鈴木 結 すずき ゆい 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ

藤本 花珠 ふじもと かじゅ 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
菅原 柚花 すがわら ゆずか 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
白石 煌來 しらいし きらら 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
湯川 真帆 ゆかわ まほ 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
伊藤 綾祢 いとう あやね 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
渡辺 美遥 わたなべ みはる ﾍﾞｲﾋｯﾀｰｽﾞジュニアバドミントンクラブ

滝下 日向子 たきした ひなこ ﾍﾞｲﾋｯﾀｰｽﾞジュニアバドミントンクラブ
相良 梨菜 さがら りんな 市原ジュニアバドミントンクラブ

伊井 心春③ いい こはる 市原ジュニアバドミントンクラブ
柚木 咲良 ゆのき さくら 市川ジュニアバドミントンクラブ
伊藤 優 いとう ゆう 市川ジュニアバドミントンクラブ

高岡 彩暖 たかおか いろは 香取ジュニアバドミントンクラブ
長谷川 友香 はせがわ ゆうか 香取ジュニアバドミントンクラブ
尾形 美海 おがた みう 香取ジュニアバドミントンクラブ
岡澤 那菜 おかざわ なな 香取ジュニアバドミントンクラブ

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校
小野 美桜 おの みお 流山ジュニアバドミントンクラブ
黒澤 陽悦 くろさわ はるえ 流山ジュニアバドミントンクラブ
川崎 優羽 かわさき ゆい シャトル桜木

田中 菜々美③ たなか ななみ シャトル桜木
渡来 葵 わたらい あおい 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ

石橋 凜々花 いしばし りりか 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ
宇佐美 香子 うさみ きょうこ 大森ジュニアバドミントンクラブ
松浦 由佳 まつうら ゆか 大森ジュニアバドミントンクラブ
柴山 萌花 しばやま もか 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
池田 苺華 いけだ いちか 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ

山崎 ちはる③ やまざき ちはる 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
折原 二葉 おりはら にな 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
屋代 咲季 やしろ さき 高洲ホープス
新井 里奈 あらい りな 高洲ホープス
佐藤 里菜 さとう りな 高洲ホープス
佐藤 アクア さとう あくあ 高洲ホープス
斉郷 友花 さいごう ゆはな ﾍﾞｲﾋｯﾀｰｽﾞジュニアバドミントンクラブ

三代川 由奈 みよかわ ゆな ﾍﾞｲﾋｯﾀｰｽﾞジュニアバドミントンクラブ
富永 彩巴 とみなが いろは ﾍﾞｲﾋｯﾀｰｽﾞジュニアバドミントンクラブ
石川 七帆 いしかわ ななほ ﾍﾞｲﾋｯﾀｰｽﾞジュニアバドミントンクラブ
川崎 羽 かわさき つばさ ﾍﾞｲﾋｯﾀｰｽﾞジュニアバドミントンクラブ

富永 結衣華 とみなが ゆいか ﾍﾞｲﾋｯﾀｰｽﾞジュニアバドミントンクラブ
佐藤 心愛 さとう ここあ ﾍﾞｲﾋｯﾀｰｽﾞジュニアバドミントンクラブ
齋藤 渚 さいとう なぎさ ﾍﾞｲﾋｯﾀｰｽﾞジュニアバドミントンクラブ
遠藤 紗 えんどう すず 市原ジュニアバドミントンクラブ

佐藤 羽琉 さとう はる 市原ジュニアバドミントンクラブ
堀内 凜乃 ほりうち りの 市原ジュニアバドミントンクラブ
相浦 心咲 あいうら こころ 市原ジュニアバドミントンクラブ
平井 凜 ひらい りん 市原ジュニアバドミントンクラブ

堀内 花凛③ ほりうち かりん 市原ジュニアバドミントンクラブ
岩尾 美柚 いわお みゆ 柏南部ジュニアバドミントンクラブ

石川 晴子③ いしかわ はるこ 柏南部ジュニアバドミントンクラブ
山辺 彩由里 やまべ さゆり Progress Jr.バドミントンクラブ
畑中 彩花 はたなか あやか Progress Jr.バドミントンクラブ
山本 優奈 やまもと ゆな Progress Jr.バドミントンクラブ
高宮 彩衣 たかみや さえ Progress Jr.バドミントンクラブ
後藤 明芭 ごとう あきは 我孫子ジュニアバドミントンクラブ
山口 瑠々 やまぐち るる 我孫子ジュニアバドミントンクラブ

長谷川 遥花 はせがわ はるか 船橋ジュニアバドミントンクラブ
永柄 華③ ながえ はな 船橋ジュニアバドミントンクラブ
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