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男子シングルス６年生の部
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新村 薩真 （市川ジュニア）

篠原凛恩 （ＢｕｎＢｕｎＳＰ）

草間 凜人 （流山ジュニア）

西田 羽汰 （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

小山竣大 （高洲ホープス）

揚石 大智 （市川ジュニア）

石川颯祐 （パイレーツ村上）

田 口 倫 （大森ジュニア）

小川 翔亜 （船橋ジュニア）

武井 天歩 （栗ヶ沢ジュニア）

松 岡 佑 （スリーセブンＪｒ）

林 祐 輝 （市川ジュニア）

吉永晴彦 （シャトル桜木）

安藤大翔 （大森ジュニア）

戸田 稜真 （ 大 網 ）

寺山 涼太 （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

石塚 柚羽 （流山ジュニア）

児玉瀬成 （パイレーツ村上）

工藤健琉 （大森ジュニア）

富澤 将斗 （船橋ジュニア）

伊 藤 駿 （市川ジュニア）

榎本 悠暉 （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

小 川 優 （市原ジュニア）

後藤 大輝 （ベイヒッターズジュニア）

川名 星瑠 （船橋ジュニア）

海老原 大斗 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

金子 源太朗 （市川ジュニア）

小林晴崇 （高洲ホープス）

鈴木 栄人 （やちよスマッシュ）

前川公祐 （大森ジュニア）

秋葉 純希 （季美の森ジュニア）

大澤 夏來 （市川ジュニア）

三位決定戦
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女子シングルス６年生の部
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山辺 彩由里 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

三浦 穂香 （流山ジュニア）

石塚 菜々美 （我孫子ジュニア）

深見心愛 （大森ジュニア）

竹本 月渚 （スリーセブンＪｒ）

原田 夏歩 （成田ジュニア）

遠 藤 紗 （市原ジュニア）

新井里奈 （高洲ホープス）

富田 桜来 （鎌ヶ谷ジュニア）

川﨑優羽 （シャトル桜木）

石橋 凜々花 （松戸六実）

後藤 あおい （スリーセブンＪｒ）

石井満乃莉 （パイレーツ村上）

青木 優羽 （市原ジュニア）

石川 七帆 （ベイヒッターズジュニア）

米谷 和花 （野田中根ジュニア）

彌勒院菜摘 （高洲ホープス）

神戸美花 （パイレーツ村上）

田中 奈帆 （流山ジュニア）

富永 彩巴 （ベイヒッターズジュニア）

星野 萌花 （鎌ヶ谷ジュニア）

松浦由佳 （大森ジュニア）

山本 優奈 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

栗山 葵音 （市原ジュニア）

眞 鍋 杏 （流山ジュニア）

渡 邉 凜 （栗ヶ沢ジュニア）

佐藤 瑠泉 （スリーセブンＪｒ）

山口 心蒼 （市川ジュニア）

関まなる （大森ジュニア）

今村 柊香 （川間ジュニア）

長谷川 遙花 （船橋ジュニア）

霞 瑠 璃 （栗ヶ沢ジュニア）

佐藤 心愛 （ベイヒッターズジュニア）

山本 友萌 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

山口 瑠々 （我孫子ジュニア）

宇佐美香子 （大森ジュニア）

佐藤里菜 （高洲ホープス）

黒澤 陽悦 （流山ジュニア）

谷 叶 葉 （大森ジュニア）

野田 華愛 （スリーセブンＪｒ）

根本 茉実 （鎌ヶ谷ジュニア）

宇佐美はな （パイレーツ村上）

佐藤 羽琉 （市原ジュニア）

後藤 明芭 （流山ジュニア）

吉田 遙香 （ＢｕｎＢｕｎＳＰ）

渡 来 葵 （松戸六実）

平 井 凛 （市原ジュニア）

佐々木優芽 （パイレーツ村上）

會澤 玲奈 （栗ヶ沢ジュニア）

畑中 彩花 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

富永万結 （大森ジュニア）

田口 乃愛 （野田中根ジュニア）

三石 優月 （ベイヒッターズジュニア）

江口 芽生 （鎌ヶ谷ジュニア）

渡辺 知奈 （スリーセブンＪｒ）

田村 葉音 （我孫子ジュニア）

屋代咲季 （高洲ホープス）

三位決定戦
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