
ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
美濃口　舜 みのぐち　しゅん ハルトノクラブ
渡部　拓真 わたなべ　たくま ハルトノ
小林　和真 こばやし　かずま 大井沢バドミントン
林田　尭昌 はやしだ　たかまさ 大井沢
山崎　友貴 やまざき　ともき つくばスポーツアカデミー
秋山　昊希 あきやま　こうき TSA
堤　大貴 つつみ　たいき 東少年バドミントン
堤　勇太 つつみ　ゆうた 東少年

渡邊　優河 わたなべ　ゆうが 鰍沢バドミントンスポーツ少年団
田上　莉玖 たがみ　りく 鰍沢Sa
福島　幸輝 ふくしま　こうき たなしMAX Jr.
鈴木　泰芽 すずき　たいが たなしMAX 
水谷　友弥 みずたに　ともや 小平ジュニアバドミントンクラブ
野村　歩夢 のむら　あゆむ 小平ジュニア
坂本　惺 さかもと　さとる 青梅ジュニアバドミントンクラブ

笹川　優太 ささがわ　ゆうた 青梅ジュニア
山縣　壮也 やまがた　そうや 宝木塚ジュニアバドミントンクラブ
吉岡　響 よしおか　ひびき 宝木塚ジュニア

高橋　和希 たかはし　かずき 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ
根本　舜生 ねもと　しゅんせい 綾瀬ジュニア
植木　竜成 うえき　りゅうせい 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ
関　煌太郎 せき　こうたろう 綾瀬ジュニア
坂本　安樹 さかもと　やすき 宇都宮ジュニアバドミントンスポーツ少年団
櫻井　慎大 さくらい　しんた 宇都宮JB

戸田　凛太郎 とだ　りんたろう 宇都宮中央ジュニア
檜山　奏河 ひやま　たいが 宇都宮中央
柳　悠太 やなぎ　ゆうた 城東バドミントンスポーツ少年団

佐々木　彪人 ささき　たけひと 城東
山口　浩克輝 やまぐち　ひろみき 宇都宮ジュニアバドミントンスポーツ少年団
廣瀬　祥佑 ひろせ　しょうすけ 宇都宮JB
猪股　佑仁 いのまた　ゆうと 浪岡ジュニアバドミントンクラブ
高坂　悠陽 こうさか　はるひ 浪岡ジュニア
村上　光希 むらかみ　こうき 佐渡ジュニアバドミントンクラブ
磯部　陽向 いそべ　ひなた 佐渡ジュニア
佐藤　和月 さとう　なつき 白根エンゼルス
大野　汰知 おおの　たいち 白根エンゼルス
芦田　洸太 あしだ　こうた ウイニングロード
小林　孝彰 こばやし　たかあき ウイニングロード
植松　汐仁 うえまつ　きよこと 鶴ヶ島Angels
森　太陽 もり　たいよう 鶴ヶ島

大出　悠人 おおいで　はると 本庄シャトルスター
大澤　琉生 おおさわ　りゅう 本庄シャトル
千葉　太一 ちば　たいち 蓮田サウスシャトラーズ
山岡　陸翔 やまおか　たかと 蓮田サウスシャトラーズ
伊東　真輝 いとう　まさき 鶴ヶ島Angels
古川　湧己 ふるかわ　ゆうき 鶴ヶ島
河上　悠大 かわかみ　ゆうた 大泉JBC
桒原　慎 くわばら　まこと 大泉JBC

土屋　大輔 つちや　だいすけ 渋川リトルバーズ
山田　竣哉 やまだ　しゅんや 渋川リトル
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
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

冨田　颯之介 とみた　りゅうのすけ スリーセブンJr
鈴木　竣 すずき　しゅん 777Jr

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
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ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
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
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 しょう　うたつ 松戸六実ジュニア
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 すずき　ゆうや 大森ジュニア
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

ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
小峯　泰成 こみね　たいせい ハルトノクラブ
三木　颯斗 みき　はやと ハルトノ
萩原　稀羅 はぎわら　きら 桜川ジュニアバドミントン
鈴木　大翔 すずき　はると 桜川jr
鈴木　啓真 すずき　ひろまさ 桜川ジュニアバドミントン
市村　祐作 いちむら　ゆうさく 桜川jr
山嵜　耀介 やまざき　ようすけ ナイスショットバドミントン
谷川　晃大 たにがわ　こうた NSBC
奥脇　愛斗 おくわき　まなと 鰍沢バドミントンスポーツ少年団
杉山　煌河 すぎやま　こうが 鰍沢Sa
弓削　綾登 ゆげ　あやと 宝木塚ジュニアバドミントンクラブ
佐藤　策太 さとう　さくた 宝木塚ジュニア
深尾　優太 ふかお　ゆうた 宝木塚ジュニアバドミントンクラブ
平野　真咲 ひらの　まさき 宝木塚ジュニア
高田　幹樹 たかだ　もとき シャトラーズ深川
齋藤　翔 さいとう　しょう シャトラーズ深川

関口　快斗 せきぐち　かいと 小平ジュニアバドミントンクラブ
佐藤　隆一郎 さとう　りゅういちろう 小平ジュニア

岡部　翔 おかべ　かける 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ
岡村　陽 おかむら　ひなた 綾瀬ジュニア

川崎　航生 かわさき　こうき NP神奈川
公文　翔虎 くもん　しょうご NP神奈川
水神　鉄心 みずかみ　てっしん 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ
浦城　宏斗 うらき　ひろと 綾瀬ジュニア
島岡　直輝 しまおか　なおき 青葉ジュニアバドミントンクラブ
雨宮　亨太 あまみや　きょうた 青葉ジュニア
黒田　絋右 くろだ　こうすけ 宇都宮ジュニアバドミントンスポーツ少年団

江部　優太郎 えべ　ゆうたろう 宇都宮JB
佐藤　佑羽 さとう　ゆうは 豊栄ジュニアバドミントンクラブ
松澤　侑也 まつざわ　ゆうや 豊栄ジュニア
落合　朝輝 おちあい　あさひ 五泉バンビーノ
金子　隼 かねこ　しゅん 五泉バンビーノ

吉田　虎太郎 よしだ　こうたろう ウイニングロード
廣田　雄太 ひろた　ゆうた ウイニングロード
中山　皓太 なかやま　こうた ウイニングロード
谷　刹那 たに　せつな ウイニングロード

宗像　瞬輝 むなかた　しゅんき 久喜ABC
伊藤　一星 いとう　いっせい 久喜ABC
宮内　直翔 みやうち　なおと 久喜ABC
今野　樹 こんの　いつき 久喜ABC

矢嶋　柚葵 やじま　ゆずき MIDORI CITYジュニアバドミントンクラブ
久保田　俊 くぼた　しゅん MCジュニア

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 よこた　きずな Progress Jr

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

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 かみじゅう　わたる 流山ジュニア
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ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
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 777Jr

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
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

ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
栄永　康作 えいなが　こうさく 明野ちびっこバドミントン
穂積　蒼太 ほずみ　そうた 明野ちびっこバド
荒木　智陽 あらき　ともはる 藤代ジュニアバドミントン
樋口　晧大 ひぐち　こうた FJBS
片野　敦大 かたの　あつひろ ハルトノクラブ
藤森　海斗 ふじもり　かいと ハルトノ
城戸　友翔 きど　ゆうと 小平ジュニアバドミントンクラブ
和川　竜也 わがわ　たつや 小平ジュニア
渡邉　悠至 わたなべ　ゆうし 青梅ジュニアバドミントンクラブ
下川　璃久 しもかわ　りく 青梅ジュニア
堤　恵悟 つつみ　けいご 小平ジュニアバドミントンクラブ

白坂　夏絆 しらさか　なつき 小平ジュニア
福田　駿平 ふくだ　しゅんぺい Selfish
星野　諒太 ほしの　りょうた Selfish
関野　裕心 せきの　ゆうしん 野の花クラブ・ハート
鷲山　雄哉 わしやま　ゆうや 野の花☆ハート
鴨志田　快 かもしだ　かい 宇都宮中央ジュニア
檜山　誠太 ひやま　せいた 宇都宮中央
村本　匠 むらもと　たくみ 城東バドミントンスポーツ少年団

村本　優人 むらもと　ゆうと 城東
北山　悠真 きたやま　ゆうま 浪岡ジュニアバドミントンクラブ
舛田　遼羽 ますだ　りょう 浪岡ジュニア
高坂　尚陽 たかさか　なおひ 浪岡ジュニアバドミントンクラブ
阿部　心 あべ　しん 浪岡ジュニア

佐々木　有 ささき　ゆう 柏崎ジュニア
市川　逞夢 いちかわ　たくむ 柏崎ジュニア
簔口　茉遼 みのぐち　まおと 吉田ジュニアバドミントンクラブ
川崎　慶人 かわさき　けいと 吉田ジュニア
伊藤　智悠 いとう　ともひさ 豊栄ジュニアバドミントンクラブ
梅川　颯太 うめかわ　そうた 豊栄ジュニア
坂脇　憲広 さかわき　のりひとろ 鶴ヶ島Angels
大塚　海飛 おおつか　かいと 鶴ヶ島
外村　樟太 とむら　しょうた 所沢ジュニアバドミントンクラブ
小澤　直旺 おざわ　なお 所沢ジュニア
萩原　駿希 はぎわら　しゅんき 鶴ヶ島Angels
高橋　元太 たかはし　げんた 鶴ヶ島
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
重田　八雲 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 たじま　りょうた 市原ジュニア
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 とみざわ　まさと 船橋ジュニア
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 すすき　ゆうすけ 流山ジュニア
坂本　結翔 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 ゆかわ　えいた 鎌ヶ谷ジュニア

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
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ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
青木　優羽 あおき　ゆう 桜川ジュニアバドミントン
平田　涼 ひらた　すずか 桜川jr

伊藤　ののか いとう　ののか ハルトノクラブ
坂本　愛依 さかもと　めい ハルトノ
木村　風香 きむら　ふうか ハルトノクラブ
吉田　真央 よしだ　まお ハルトノ
猪瀬　蒼七 いのせ　あおな 西豊田バドミントンクラブ
古澤　菜月 ふるさわ　なつき 西豊田
平　ゆな たいら　ゆな 桜川ジュニアバドミントン

塙　ひなた はなわ　ひなた 桜川jr
望月　愛生 もちづき　らな 鰍沢バドミントンスポーツ少年団
渡辺　杏 わたなべ　あん 鰍沢Sa

小澤　羽芽 おざわ　うめ 増穂バドミントンスポーツ少年団
須藤　優希音 すどう　ゆきね 増穂Sa
玉木　亜弥 たまき　あや たなしMAXJr.

石川　乃乃葉 いしかわ　ののは たなしMAX
比留間　美尋 ひるま　みひろ サザンウィングス

森　美葡 もり　みぶ サザンウィングス
小西　彩花 こにし　あやか 八王子キッズバトラー

土屋　和心美 つちや　なごみ 八王子キッズバトラー
入澤　美空 いりさわ　みく 小平ジュニアバドミントンクラブ
山下　恵依 やました　えい 小平ジュニア
上野　凛 うえの　りん 青葉ジュニアバドミントンクラブ

茶圓　彩花 ちゃえん　あやか 青葉ジュニア
齋藤　愛子 さいとう　あいこ 片平ブレイヴ
宮川　晶 みやかわ　あき 片平ブレイブ

大附　美翔 おおつき　みか NP神奈川
劉　涵菁 りゅう　かんせい NP神奈川
石坂　朱 いしざか　あかり 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ

北島　汐遥 きたじま　しおん 綾瀬ジュニア
相磯　美心 あいそ　みこと 瓜破西SSC
高口　諒子 たかぐち　りょうこ 瓜破西SSC
齋藤　天音 さいとう　たかね 城東バドミントンスポーツ少年団
螺良　心花 つぶら　ここな 城東
野澤　麻耶 のざわ　まや 宇都宮ジュニアバドミントンスポーツ少年団

早野　亜依御 はやの　あいね 宇都宮JB
江部　愛奈 えべ　あいな 宇都宮ジュニアバドミントンスポーツ少年団
山崎　遥 やまざき　はるか 宇都宮JB

戸田　あずさ とだ　あずさ 宇都宮中央ジュニア
中山　あずさ なかやま　あずさ 宇都宮中央
白井　陽向 しらい　ひなた 宇都宮ジュニアバドミントンスポーツ少年団
遠井　更紗 とおい　さらさ 宇都宮JB
林　里姫 はやし　りこ NPO法人　弘前キッズバドミントンクラブ

三上　真奈 みかみ　まな 弘前キッズBC
後藤　莉々 ごとう　りり 浪岡ジュニアバドミントンクラブ
舛田　優羽 ますだ　ゆう 浪岡ジュニア
岡本　葵生 おかもと　あおい 柏崎ジュニア
田村　桃香 たむら　ももか 柏崎ジュニア
佐藤　華笑 さとう　かえ 柏崎ジュニア
嶋岡　芽生 しまおか　めい 柏崎ジュニア
本多　彩乃 ほんだ　あやの つばめインパクト
藤原　李子 ふじわら　りこ つばめインパクト
武居　花音 たけい　はなの 柏崎ジュニア
冨田　心結 とみた　みゆ 柏崎ジュニア
山北　眞緒 やまきた　まお 鶴ヶ島Angels
伊藤　康乃 いとう　やすの 鶴ヶ島
大塚　咲愛 おおつか　さきえ 鶴ヶ島Angels
大鐘　優菜 おおがね　ゆな 鶴ヶ島
小川　琴未 おがわ　ことみ 春日部白翔

吉田　沙衣梨 よしだ　さえり 春日部白翔
尾崎　愛実 おざき　あみ SGA
田中　理緒 たなか　りお SGA
早野　芽依 はやの　めい 大泉JBC
大里　碧依 おおさと　あおい 大泉JBC
大澤　莉子 おおさわ　りこ 前橋東バドミントンクラブ
元橋　和奏 もとはし　わかな 前橋東(まえばしあずま)
鈴木　あいり すずき　あいり 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ
中野　真里 なかの　まなり 鎌ヶ谷ジュニア

6WD 22

6WD 23

6WD 24

25

6WD 3

6WD 4

16WD推薦

6WD 2

6WD

9

6WD 10

6WD 7

6WD 8

6WD 5

6WD 6

6WD

6WD
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6WD 21

6WD 19

6WD 20

6WD 17

6WD 18

6WD 15

6WD 16

6WD 13

6WD 14

6WD 11

6WD 12

6WD

山梨県

東京都

東京都

東京都

東京都

神奈川県

茨城県

茨城県

茨城県

茨城県

茨城県

山梨県

栃木県

栃木県

栃木県

神奈川県

神奈川県

神奈川県

大阪府

栃木県

栃木県

青森県

青森県

新潟県

新潟県

千葉県

群馬県

26

27

6WD 28

6WD

6WD 33

6WD推薦 34

新潟県

群馬県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

新潟県

29

6WD 30

6WD 31

6WD 32
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ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
吉田　明永 よしだ　めいな 市原ジュニアバドミントンクラブ
保谷　芽依 ほうや　めい 市原ジュニア
砂川　温香 すながわ　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

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

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
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

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
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 ながえ　らん 船橋ジュニア

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
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

ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
1 草間　結 くさま　ゆい 西豊田バドミントンクラブ

生井　穂乃果 なまい　ほのか 西豊田
尾無　文香 おなし　ふみか 豊ジュニアバドミントン 茨城県

松岡　陽菜乃 まつおか　ひなの 豊ジュニア
草間　寧音 くさま　ねね 東少年バドミントン
内山　玲奈 うちやま　れな 東少年
小林　友香 こばやし　ゆか 吉田バドミントンクラブ
澁原　有純 しぶはら　あすみ 吉田
高橋　亜依 たかはし　あい 藤代ジュニアバドミントン

小谷　菜乃花 こたに　なのか FJBS
栁原　絢菜 やなぎはら　あやな 上市バドミントンスクール
森　さくら もり　さくら 上市バドスクール

飯島　千佳 いいじま　ちか 勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団
佐野　渚 さの　なぎさ 勝沼Jr

阿部　唯愛来 あべ　ゆあら たなしMAX Jr.
石井　愛莉 いしい　あいり たなしMAX
佐野　はるか さの　はるか たなしMAX Jr.
長谷川　檎々 はせがわ　ここ たなしMAX
今井　乃愛瑠 いまい　のえる 小平ジュニアバドミントンクラブ
松浦　歌音 まつうら　かのん 小平ジュニア
大田　みもぎ おおた　みもぎ 久松ジュニアバドミントンクラブ
保坂　美月 ほさか　みづき 久松ジュニア
御後　なつみ ごご　なつみ 野の花クラブ・ハート
樋口　丹里 ひぐち　あかり 野の花☆ハート
田中　珠聡 たなか　みさと 羽愛
長谷　舞優 ながたに　まゆ 羽愛
中山　友里 なかやま　ゆの 片平ブレイヴ
山根　美秋 やまね　みとき 片平ブレイブ
野村　怜菜 のむら　れな NP神奈川
鈴木　美羽 すずき　みう NP神奈川

檜山　愛里奈 ひやま　えりな 宇都宮中央ジュニア
原　愛実 はら　まなみ 宇都宮中央

小林　鈴奈 こばやし　りんな 燕バドミントンスポーツ少年団
山岸　真羽 やまぎし　まう 燕スポ少
坂井　涼風 さかい　すずな 柏崎ジュニア

内田　理音来 うちだ　りおな 柏崎ジュニア
渡邊　藍椰 わたなべ　あいな しばたシャトルモンキー
青山　千夏 あおやま　ちか SSモンキー
石川　里琴 いしかわ　りこ 所沢ジュニアバドミントンクラブ
沼田　唯李 ぬまた　ゆい 所沢ジュニア
榎本　紗楓 えのもと　さやか 蓮田サウスシャトラーズ
榎本　涼楓 えのもと　すずか 蓮田サウス
永峯　凛 ながみね　りん 大宮ウイナーズ

石川　紗也加 いしかわ　さやか 大宮ウイナーズ
齋藤　愛杏 さいとう　めいあ 鳩ヶ谷ウイングス
村山　沙羅 むらやま　さら 鳩ヶ谷
権田　悠奈 ごんだ　ゆな 大泉JBC
須藤　希望 すとう　のぞみ 大泉JBC

埼玉県

埼玉県

埼玉県

群馬県5WD 24

5WD 16

5WD 13

5WD 14

5WD 15

5WD 10

5WD 11

5WD

茨城県

5WD 5

5WD 6
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5WD 7

5WD推薦 8

5WD 9

5WD 2

千葉県

千葉県

栃木県

東京都

神奈川県

神奈川県

神奈川県

神奈川県

茨城県

富山県

山梨県

東京都

東京都

6WD 42

6WD 36

6WD 37

6WD 41

6WD 38

5WD 17

5WD 18

新潟県

新潟県

6WD推薦 35

6WD 43 千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

東京都
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5WD
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5WD 22

5WD 23
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5WD推薦 茨城県

千葉県

千葉県

千葉県6WD 39

6WD 40
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ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
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
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 まなべ　あんず 流山ジュニア

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 まえだ　みさと 大森ジュニア
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
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
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

ブロック No. 氏名 ふりがな チーム名　上段:正式名所下段︓愛称 都道府県
高松　香音 たかまつ　かのん 桜川ジュニアバドミントン
磯　佑衣奈 いそ　ゆいな 桜川jr
鈴木　彩乃 すずき　あやの 桜川ジュニアバドミントン
平田　晴 ひらた　さやか 桜川jr

大塚　梨愛 おおつか　りあ 藤代ジュニアバドミントン
坂本　心優 さかもと　みゆ FJBS
生井　皐月 なまい　さつき 石下ジュニアバドミントン
古家　晴姫 ふるえ　はるひ 石下ジュニア
橋村　妃翔 はしむら　ひめか 小平ジュニアバドミントンクラブ
皆川　恵茉 みながわ　えま 小平ジュニア
今村　柊香 いまむら　しゅうか 宝木塚ジュニアバドミントンクラブ
広瀬　紗麗 ひろせ　さら 宝木塚ジュニア
山中　杏哩 やまなか　しゅうか 青梅ジュニアバドミントンクラブ
金澤　采子 かなざわ　ことこ 青梅ジュニア
高木　杏 たかぎ　あん 調布ジュニアバドミントンクラブ

酒井　玲菜 さかい　れいな 調布ジュニア
田口　美羽 たぐち　みはね NP神奈川
浜崎　莉愛 はまさき　れな NP神奈川
佐藤　乃亜 さとう　のあ 片平ブレイヴ
葛城　杏里 かつらぎ　あんり 片平ブレイブ
大澤　悠里 おおさわ　ゆり 大清水
高野　真衣 たかの　まい 大清水
高坂　羽菜 こうさか　はな 浪岡ジュニアバドミントンクラブ
高坂　結菜 こうさか　ゆな 浪岡ジュニア
佐藤　玲 さとう　れい 阿賀野ジュニア

渡辺　暖花 わたなべ　ほのか 阿賀野ジュニア
成田　琉空 なりた　るあ しばたシャトルモンキー 新潟県
肥田　留依 ひだ　るい SSモンキー
山北　莉緒 やまきた　りお 鶴ヶ島Angels 埼玉県

長谷川　葉月 はせがわ　はづき 鶴ヶ島
白鳥　玲菜 しらとり　れいな 春日部白翔
松崎　玲奈 まつざき　れな 春日部白翔
伊東　陽南 いとう　はるな 所沢ジュニアバドミントンクラブ
細谷　乃愛 ほそや　のあ 所沢ジュニア

小川　夕里花 おがわ　ゆりか 春日部白翔
関根　悠乃 せきね　ゆの 春日部白翔
権田　美奈 ごんだ　みな 大泉JBC
石黒　郁美 いしぐろ　いくみ 大泉JBC

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
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

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
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
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
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東京都

東京都

東京都
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5
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埼玉県
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