
ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
6MS 1 吉永 晴彦 よしなが はるひこ シャトル桜木
6MS 2 小川 優 おがわ ゆう 市原ジュニア
6MS 3 海老原 大斗 えびはら やまと Progress Jr.
6MS 4 後藤 大輝 ごとう だいき ベイヒッターズジュニア
6MS 5 新村 薩真 しんむら さつま 市川ジュニア
6MS 6 大澤 夏來 おおさわ なつき 市川ジュニア
6MS 7 金子 源太朗 かねこ げんたろう 市川ジュニア
6MS 8 伊藤 駿 いとう しゅん 市川ジュニア
6MS 9 林 祐輝 はやし ゆうき 市川ジュニア
6MS 10 揚石 大智 あげいし だいち 市川ジュニア
6MS 11 鈴木 栄人 すずき はるひと やちよスマッシュジュニア
6MS 12 武井 天歩 たけい たかと 栗ヶ沢ジュニア
6MS 13 篠原 凛恩 しのはら りおん BunBunSP
6MS 14 戸田 稜真 とだ りょうま 大網バドミントン
6MS 15 秋葉 純希 あきば じゅの 季美の森ジュニア
6MS 16 田口 倫 たぐち りん 大森ジュニア
6MS 17 安藤 大翔 あんどう だいと 大森ジュニア
6MS 18 工藤 健琉 くどう たける 大森ジュニア
6MS 19 前川 公祐 まえかわ こうすけ 大森ジュニア
6MS 20 松岡 佑 まつおか たすく スリーセブンJr
6MS 21 寺山 涼太 てらやま りょうた Honey Sophia
6MS 22 榎本 悠暉 えのもと ゆうき Honey Sophia
6MS 23 西田 羽汰 にしだ うた Honey Sophia
6MS 24 小山 竣大 こやま しゅんた 高洲ホープス
6MS 25 小林 晴崇 こばやし はるたか 高洲ホープス
6MS 26 石川 颯祐 いしかわ さすけ パイレーツ村上ジュニア
6MS 27 児玉 瀬成 こだま せな パイレーツ村上ジュニア
6MS 28 石塚 柚羽 いしづか ゆう 流山ジュニア
6MS 29 草間 凜人 くさま りひと 流山ジュニア
6MS 30 川名 星瑠 かわな せる 船橋ジュニア
6MS 31 富澤 将斗 とみさわ まさと 船橋ジュニア
6MS 32 小川 翔亜 おがわ とあ 船橋ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
6GS 1 川﨑 優羽 かわさき ゆう シャトル桜木
6GS 2 山口 瑠々 やまぐち るる 我孫子ジュニア
6GS 3 田村 葉音 たむら はのん 我孫子ジュニア
6GS 4 石塚 菜々美 いしづか ななみ 我孫子ジュニア
6GS 5 佐藤 羽琉 さとう はる 市原ジュニア
6GS 6 遠藤 紗 えんどう すず 市原ジュニア
6GS 7 平井 凛 ひらい りん 市原ジュニア
6GS 8 栗山 葵音 くりやま きなり 市原ジュニア
6GS 9 青木 優羽 あおき ゆう 市原ジュニア
6GS 10 山辺 彩由里 やまべ さゆり Progress Jr.
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ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
6GS 11 畑中 彩花 はたなか あやか Progress Jr.
6GS 12 山本 優奈 やまもと ゆな Progress Jr.
6GS 13 山本 友萌 やまもと ゆめ Progress Jr.
6GS 14 石川 七帆 いしかわ ななほ ベイヒッターズジュニア
6GS 15 富永 彩巴 とみなが いろは ベイヒッターズジュニア
6GS 16 三石 優月 みついし ゆづき ベイヒッターズジュニア
6GS 17 佐藤 心愛 さとう ここあ ベイヒッターズジュニア
6GS 18 星野 萌花 ほしの もか 鎌ヶ谷ジュニア
6GS 19 根本 茉実 ねもと まみ 鎌ヶ谷ジュニア
6GS 20 江口 芽生 えぐち めい 鎌ヶ谷ジュニア
6GS 21 富田 桜来 とみた さら 鎌ヶ谷ジュニア
6GS 22 原田 夏歩 はらだ かほ 成田ジュニア
6GS 23 米谷 和花 こめたに のどか 野田中根ジュニア
6GS 24 田口 乃愛 たぐち のあ 野田中根ジュニア
6GS 25 山口 心蒼 やまぐち こお 市川ジュニア
6GS 26 渡来 葵 わたらい あおい 松戸六実ジュニア
6GS 27 石橋 凜々花 いしばし りりか 松戸六実ジュニア
6GS 28 渡邉 凜 わたなべ りん 栗ヶ沢ジュニア
6GS 29 會澤 玲奈 あいざわ れいな 栗ヶ沢ジュニア
6GS 30 霞 瑠璃 かすみ るり 栗ヶ沢ジュニア
6GS 31 吉田 遙香 よしだ はるか BunBunSP
6GS 32 関 まなる せき まなる 大森ジュニア
6GS 33 宇佐美 香子 うさみ きょうこ 大森ジュニア
6GS 34 松浦 由佳 まつうら ゆか 大森ジュニア
6GS 35 富永 万結 とみなが まゆ 大森ジュニア
6GS 36 谷 叶葉 たに かなは 大森ジュニア
6GS 37 深見 心愛 ふかみ ここあ 大森ジュニア
6GS 38 野田 華愛 のだ はなあ スリーセブンJr
6GS 39 竹本 月渚 たけもと るな スリーセブンJr
6GS 40 渡辺 知奈 わたなべ ちな スリーセブンJr
6GS 41 後藤 あおい ごとう あおい スリーセブンJr
6GS 42 佐藤 瑠泉 さとう るい スリーセブンJr
6GS 43 屋代 咲季 やしろ さき 高洲ホープス
6GS 44 新井 里奈 あらい りな 高洲ホープス
6GS 45 佐藤 里菜 さとう りな 高洲ホープス
6GS 46 彌勒院 菜摘 みろくいん なつみ 高洲ホープス
6GS 47 神戸 美花 かんべ みはな パイレーツ村上ジュニア
6GS 48 佐々木 優芽 ささき ゆめ パイレーツ村上ジュニア
6GS 49 宇佐美 はな うさみ はな パイレーツ村上ジュニア
6GS 50 石井 満乃莉 いしい みのり パイレーツ村上ジュニア
6GS 51 眞鍋 杏 まなべ あんず 流山ジュニア
6GS 52 後藤 明芭 ごとう あきは 流山ジュニア
6GS 53 黒澤 陽悦 くろさわ はるえ 流山ジュニア
6GS 54 田中 奈帆 たなか なほ 流山ジュニア
6GS 55 三浦 穂香 みうら ほのか 流山ジュニア
6GS 56 長谷川 遙花 はせがわ はるか 船橋ジュニア
6GS 57 今村 柊香 いまむら しゅうか 川間ジュニア


