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前田海惺 （大森ジュニア）

平田 紗央里 （ｓｍＡｒｔ）

伊藤 真加 （季美の森ジュニア）

伊野 逢糸 （ベイヒッターズジュニア）

会田 りこ （松戸六実）

山﨑 ちはる （鎌ヶ谷ジュニア）

小林 明日香 （流山ジュニア）

鈴木 りな （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

山下 菜奈子 （ベイヒッターズジュニア）

野口 唯奈 （市川ジュニア）

酒井 藍子 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

繁森 心美 （ＢＥＳＴジュニア）

寺尾 結依 （スリーセブンＪｒ）

川添琴未 （大森ジュニア）

戸井田 穂香 （鎌ヶ谷ジュニア）

小島 七海 （野田中根ジュニア）

山田明日香 （シャトル桜木）

松村 さくら子 （鎌ヶ谷ジュニア）

廣澤美月 （大森ジュニア）

番場 優芽 （松戸六実）

川 﨑 羽 （ベイヒッターズジュニア）

香田菜々美 （川間ジュニア）

春貴 彩乃 （流山ジュニア）

関原 咲景 （やちよスマッシュ）

廣澤美空 （大森ジュニア）

藤本 來花 （鎌ヶ谷ジュニア）

秋山紗輝 （大森ジュニア）

上村 うみ （松戸六実）

早 川 穂 （シャトル桜木）

大島 彩椰 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

齊郷 友花 （ベイヒッターズジュニア）

三代川 由奈 （ベイヒッターズジュニア）

土屋 こころ （季美の森ジュニア）

原 彩 音 （シャトル桜木）

峰 莉 緒 （鎌ヶ谷ジュニア）

遠藤鈴月 （大森ジュニア）

内藤 羽菜 （野田中根ジュニア）

新庄 優葵 （ｓｍＡｒｔ）

杉岡 優月 （鎌ヶ谷ジュニア）

山口咲菜 （大森ジュニア）

伊井 心春 （市原ジュニア）

三位決定戦
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林 優 月 （市川ジュニア）

田部井 紅奈 （鎌ヶ谷ジュニア）

鈴木 珠良 （市原ジュニア）

今 彩 乃 （パイレーツ村上）

坂本 瑠菜 （流山ジュニア）

松嶋 美紘 （スリーセブンＪｒ）

林 ほの香 （ベイヒッターズジュニア）

園田 楓奈 （高洲ホープス）

楠美 乃唯 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

有賀 結衣 （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

荒木 茉弥子 （鎌ヶ谷ジュニア）

平野 羽海瑠 （ベイヒッターズジュニア）

谷田部 愛希 （野田中根ジュニア）

大貫 里寿 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

鎌形望心 （シャトル桜木）

小野間 みすず （やちよスマッシュ）

上村朱里 （大森ジュニア）

山口 和奏 （ＢＥＳＴジュニア）

木 城 葵 （鎌ヶ谷ジュニア）

天野香恋 （川間ジュニア）

高 澤 凜 （鎌ヶ谷ジュニア）

山上朋華 （大森ジュニア）

鈴木 りほ （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

石塚 捺波 （季美の森ジュニア）

富永 結衣華 （ベイヒッターズジュニア）

伊藤 葵彩 （鎌ヶ谷ジュニア）

細島 悠良 （栗ヶ沢ジュニア）

細木原 茉奈 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

郎 煕 然 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

山口 穂乃 （我孫子ジュニア）

渋木美緒 （パイレーツ村上）

松藤 梨央 （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

松橋沙弥 （シャトル桜木）

豊嶋 希美 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

村田 夏菜 （鎌ヶ谷ジュニア）

山 崎 澪 （やちよスマッシュ）

近藤 沙郁 （ベイヒッターズジュニア）

三位決定戦

37



第37回千葉県小学生バドミントン学年別大会
令和３年５月５日 キッコーマンアリーナ

- 13 -

女子シングルス４年生の部

35
33 34

29

30

31

32

21

22

23

24

25

26

27

28

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

後藤 那月 （ベイヒッターズジュニア）

瓶子 優月 （流山ジュニア）

廣澤美華 （大森ジュニア）

岡田 海音 （野田中根ジュニア）

鈴木 美貴 （栗ヶ沢ジュニア）

土屋 くるみ （季美の森ジュニア）

三輪波留乃 （ベイヒッターズジュニア）

中江 茉也美 （流山ジュニア）

田 島 優 （市原ジュニア）

伊東 優月 （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

池村 咲良 （松戸六実）

宇津 華月 （市原ジュニア）

新村 美羽 （市川ジュニア）

安田悠理 （高洲ホープス）

宇都宮千晴 （パイレーツ村上）

鈴木 泉羽 （ベイヒッターズジュニア）

畑山 來愛 （鎌ヶ谷ジュニア）

遠藤 愛依 （流山ジュニア）

三浦 史愛 （流山ジュニア）

安川 陽菜 （市川ジュニア）

秋さくら （シャトル桜木）

金子 さくら （ＢＥＳＴジュニア）

酒井 塔子 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

福田 和澄 （ベイヒッターズジュニア）

藤田 紗世 （ＢｕｎＢｕｎＳＰ）

小村樹愛 （大森ジュニア）

彌勒院美咲 （高洲ホープス）

川嶋 実莉 （季美の森ジュニア）

青木 結愛 （市原ジュニア）

吉岡 七瀬 （我孫子ジュニア）

坂本 寧音 （市川ジュニア）

生田恵玲乃 （大森ジュニア）

有馬 彩乃 （栗ヶ沢ジュニア）

鈴 木 心 （ベイヒッターズジュニア）

只友 咲帆 （流山ジュニア）

林 和 夏 （鎌ヶ谷ジュニア）

三位決定戦
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長谷川 咲樹 （ＢＥＳＴジュニア）

杉本 千咲 （流山ジュニア）

趙 鈺 凡 （高洲ホープス）

中村 結奈 （松戸六実）

辰田 莉帆 （やちよスマッシュ）

佐々木絢芽 （パイレーツ村上）

澤内 心愛 （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

金尾 結菜 （ベイヒッターズジュニア）

小杉 奏主 （鎌ヶ谷ジュニア）

浪川 心花 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

工藤愛美 （川間ジュニア）

保土田 凛和 （ベイヒッターズジュニア）

吉岡 琴音 （我孫子ジュニア）

武藤 仁美 （鎌ヶ谷ジュニア）

板屋 光咲 （流山ジュニア）

劉 睿 溪 （高洲ホープス）

石井千尋 （パイレーツ村上）

後藤 愛梨 （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

蒋 欣 晏 （鎌ヶ谷ジュニア）

鈴木 菜瑠 （ベイヒッターズジュニア）

谷貝 琴音 （ｓｍＡｒｔ）

金井 実香 （季美の森ジュニア）

山本 梨愛 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）
三位決定戦
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今村灯里 （川間ジュニア）

梶山 美海 （野田中根ジュニア）

福 島 奏 （松戸六実）

三谷 彩花 （我孫子ジュニア）

豊嶋 来美 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

野村 佳央 （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

戸部 陽和子 （流山ジュニア）

久保 ひかり （松戸六実）

山部 美歩 （野田中根ジュニア）

畑山 愛颯 （鎌ヶ谷ジュニア）

山中千尋 （高洲ホープス）

三位決定戦
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女子シングルス１年生の部

1
木 城 悠 （ 鎌 ヶ 谷 ジ ュ ニ ア ）

佐 藤 菜 々 夏 （ 高 洲 ホ ー プ ス ）


