
ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校
川崎 翔太 かわさき しょうた シャトル桜木
永 晴彦⑤ よしなが はるひこ シャトル桜木
⼩林 碧 こばやし あおい やちよスマッシュ

⻘柳 敬太 あおやぎ けいた やちよスマッシュ
尾込 温人 おごめ はると 市原ジュニア
牧 颯大 まき そうた 市原ジュニア

矢内 慎吾 やない しんご 市川ジュニア
皿谷 創 さらたに つくる 市川ジュニア
網谷 翼 あみたに たすく 船橋ジュニア

川名 星瑠⑤ かわな せる 船橋ジュニア
田代 温大 たしろ あつひろ 野田中根ジュニア
橋本 賢輝 はしもと まさき 野田中根ジュニア
上重 渉 じょうじゅう わたる 流⼭ジュニア
上重 響 じょうじゅう ひびき 流⼭ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校
後藤 大輝 ごとう だいき スリーセブンJr
松岡 佑 まつおか たすく スリーセブンJr
⼩⼭竣大 こやま しゅんた 高洲ホープス
⼩林晴崇 こばやし はるたか 高洲ホープス
新村 薩真 しんむら さつま 市川ジュニア
大澤 夏來 おおさわ なつき 市川ジュニア

⾦⼦ 源太朗 かねこ げんたろう 市川ジュニア
林 祐輝 はやし ゆうき 市川ジュニア
伊藤 駿 いとう しゅん 市川ジュニア

揚石 大智 あげいし だいち 市川ジュニア
富澤 将斗 とみさわ まさと 船橋ジュニア
⼩川 翔亜 おがわ とあ 船橋ジュニア
田⼝ 倫 たぐち りん 大森ジュニア

安藤 大翔 あんどう だいと 大森ジュニア
前川 公祐 まえかわ こうすけ 大森ジュニア
⼯藤 健琉 くどう たける 大森ジュニア
⼾田 稜真 とだ りょうま 大網バドミントンクラブ
鈴木 康司 すずき こうし 大網バドミントンクラブ
⻄野 航平 にしの こうへい 柏南部ジュニア

加藤 織音④ かとう おりと 柏南部ジュニア
石塚 柚羽 いしづか ゆう 流⼭ジュニア

鈴木 悠輔④ すずき ゆうすけ 流⼭ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校
竹本 心優斗② たけもと みゆと スリーセブンJr
赤堀 颯汰② あかぼり そうた スリーセブンJr
佐々木 玲 ささき れい ベイヒッターズJBC

⼭本 耀彦③ やまもと あきひこ ベイヒッターズJBC
田中 晴基③ たなか はるき ベイヒッターズJBC
磯野 太耀③ いその たいよう ベイヒッターズJBC
湯川 瑛大 ゆかわ えいた 鎌ケ谷ジュニア

木嶋 耕太郎 きしま こうたろう 鎌ケ谷ジュニア
中嶋 奏太 なかじま そうた 香取ジュニア
⻑谷川 巧 はせがわ たくみ 香取ジュニア
田島 亮太 たじま りょうた 市原ジュニア
重田 八雲 しげた やくも 市原ジュニア
美濃 龍斗 みの りゅうと 市川ジュニア
坂本 結翔 さかもと ゆいと 市川ジュニア
李 章郡③ り しょうぐん 市川ジュニア
沼端 蓮③ ぬまはた れん 市川ジュニア
井上 颯藍 いのうえ そら 流⼭ジュニア

木幡 大河③ こわた たいが 流⼭ジュニア
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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
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
加藤 ことね かとう ことね スリーセブンJr

野田 華愛⑤ のだ はなあ スリーセブンJr
渡辺 美遥 わたなべ みはる ベイヒッターズJBC
⼩澤 寧音 おざわ ねね ベイヒッターズJBC
伊野こはく いの こはく ベイヒッターズJBC

石川七帆⑤ いしかわ ななほ ベイヒッターズJBC
花川 心菜 はなかわ ここな ベイヒッターズJBC

富永 彩巴⑤ とみなが いろは ベイヒッターズJBC
佐藤 杏 さとう あん 鎌ケ谷ジュニア

菅原 柚花 すがわら ゆずか 鎌ケ谷ジュニア
⼭﨑 ひかる やまざき ひかる 鎌ケ谷ジュニア
藤本 花珠 ふじもと かじゅ 鎌ケ谷ジュニア
鈴木 結 すずき ゆい 鎌ケ谷ジュニア

湯川 真帆 ゆかわ まほ 鎌ケ谷ジュニア
⼭本 凜華 やまもと りんか 季美の森ジュニア
⾦井 奈央 かない なお 季美の森ジュニア
高岡 彩暖 たかおか いろは 香取ジュニア

⻑谷川 友香 はせがわ ゆうか 香取ジュニア
相良 梨菜 さがら りんな 市原ジュニア

伊井 心春④ いい こはる 市原ジュニア
柚木 咲良 ゆのき さくら 市川ジュニア
伊藤 優 いとう ゆう 市川ジュニア

野⼝ 怜奈 のぐち れいな 市川ジュニア
⼭⼝ 心蒼⑤ やまぐち こお 市川ジュニア
熊崎 亜⼦ くまざき あこ 大森ジュニア
笹森 結衣 ささもり ゆい 大森ジュニア
⼩島 夕菜 こじま ゆうな 野田中根ジュニア

米谷 和花⑤ こめたに のどか 野田中根ジュニア
⼾部 碧⽉ とべ あおい 流⼭ジュニア
眞鍋 杏⑤ まなべ あんず 流⼭ジュニア
北野 満豊 きたの まひろ 流⼭ジュニア
木幡 莉花 こわた りか 流⼭ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブまたは学校
川崎 優羽 かわさき ゆう シャトル桜木

田中 菜々美④ たなか ななみ シャトル桜木
竹本 ⽉渚 たけもと るな スリーセブンJr

寺尾 結依④ てらお ゆい スリーセブンJr
佐藤 心愛 さとう ここあ ベイヒッターズJBC
三石 優⽉ みついし ゆづき ベイヒッターズJBC
田中 理乃 たなか りの ベイヒッターズJBC

伊野 逢糸④ いの あい ベイヒッターズJBC
神⼾ 美花 かんべ みはな やちよスマッシュ

石井 満乃莉 いしい みのり やちよスマッシュ
星野 萌花 ほしの もか 鎌ケ谷ジュニア
折原 二菜 おりはら にな 鎌ケ谷ジュニア
江⼝ 芽⽣ えぐち めい 鎌ケ谷ジュニア
根本 茉実 ねもと まみ 鎌ケ谷ジュニア
岡澤 那菜 おかざわ なな 香取ジュニア
香取 つばさ かとり つばさ 香取ジュニア
香取 ⽉夢 かとり るな 香取ジュニア
佐藤 なのは さとう なのは 香取ジュニア
伊藤 百香 いとう ももか 香取ジュニア
大輪 美釉 おおわ みゆう 香取ジュニア
佐藤 ⾥菜 さとう りな 高洲ホープス
新井 ⾥奈 あらい りな 高洲ホープス
遠藤 紗 えんどう すず 市原ジュニア

佐藤 羽琉 さとう はる 市原ジュニア
宇佐美 香⼦ うさみ きょうこ 大森ジュニア
松浦 由佳 まつうら ゆか 大森ジュニア
関 まなる せき まなる 大森ジュニア
富永 万結 とみなが まゆ 大森ジュニア
谷 叶葉 たに かなは 大森ジュニア

深⾒ 心愛 ふかみ ここあ 大森ジュニア
⿊澤 陽悦 くろさわ はるえ 流⼭ジュニア
⼩野 美桜 おの みお 流⼭ジュニア
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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
松嶋 美紘③ まつしま みひろ スリーセブンJr
後藤  那⽉② ごとう なつき スリーセブンJr
齊郷 友花 さいごう ゆはな ベイヒッターズJBC

三代川 由奈 みよかわ ゆな ベイヒッターズJBC
川﨑 羽 かわさき つばさ ベイヒッターズJBC

富永 結衣華③ とみなが ゆいか ベイヒッターズJBC
⼾田 琉愛③ とだ るな ベイヒッターズJBC
近藤 沙郁③ こんどう さあや ベイヒッターズJBC
⼭﨑 ちはる やまざき ちはる 鎌ケ谷ジュニア
藤本 來花 ふじもと らいか 鎌ケ谷ジュニア
香取 亜美 かとり あみ 香取ジュニア
中嶋 心南 なかじま こな 香取ジュニア
根本 遥羽 ねもと とわ 香取ジュニア

土屋 ひかり③ つちや ひかり 香取ジュニア
林 優⽉③ はやし ゆづき 市川ジュニア

坂本 寧音② さかもと ねね 市川ジュニア
野⼝ 唯奈 のぐち ゆいな 市川ジュニア

新村 美羽② しんむら みはね 市川ジュニア
秋⼭ 紗輝 あきやま さき 大森ジュニア
遠藤 鈴⽉ えんどう りんか 大森ジュニア
内藤 羽菜 ないとう はな 野田中根ジュニア
⼩島 七海 こじま ななみ 野田中根ジュニア

⼩野 柚実③ おの ゆみ 流⼭ジュニア
田島 星音③ たじま せのん 流⼭ジュニア

⼥⼦4年⽣以下の部／選⼿名簿
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