
ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
6MS 1 田島 亮太 たじま りょうた 市原ジュニア
6MS 2 重田 八雲 しげた やくも 市原ジュニア
6MS 3 生盛 優晴 せいもり ゆうせい 市原ジュニア
6MS 4 横田 絆 よこた きずな Progress Jr.
6MS 5 中沢 嵐 なかざわ あらし Progress Jr.
6MS 6 湯川 瑛大 ゆかわ えいた 鎌ヶ谷ジュニア
6MS 7 木嶋 耕太郎 きしま こうたろう 鎌ヶ谷ジュニア
6MS 8 清水 宥良 しみず ひろ 鎌ヶ谷ジュニア
6MS 9 秦野 光 はたの ひかる 野田中根ジュニア
6MS 10 大口 勇人 おおぐち はやと 野田中根ジュニア
6MS 11 船橋 亮太 ふなばし りょうた 野田中根ジュニア
6MS 12 眞下 寛悠 ましも のりひさ 野田中根ジュニア
6MS 13 美濃 龍斗 みの りゅうと 市川ジュニア
6MS 14 坂本 結翔 さかもと ゆいと 市川ジュニア
6MS 15 金子 颯汰 かねこ そうた BESTジュニア
6MS 16 山谷 諒真 やまや りょうま やちよスマッシュジュニア
6MS 17 加藤 優和 かとう まさや やちよスマッシュジュニア
6MS 18 伊藤 虎ノ介 いとう とらのすけ smArtバドミントン
6MS 19 宮本 陸翔 みやもと りくと 松戸六実ジュニア
6MS 20 吉岡 橙吾 よしおか とうご 松戸六実ジュニア
6MS 21 福島 楓 ふくしま かえで 松戸六実ジュニア
6MS 22 鈴木 貴翔 すずき たかと 栗ヶ沢ジュニア
6MS 23 有馬 佑 ありま ゆう 栗ヶ沢ジュニア
6MS 24 黒沢 耀平 くろさわ ようへい 栗ヶ沢ジュニア
6MS 25 高久昊士 たかく ひろと BunBunSP
6MS 26 鈴木 悠輔 すずき ゆうすけ 流山ジュニア
6MS 27 井上  颯藍 いのうえ そら 流山ジュニア
6MS 28 戸部 結智 とべ ゆいと 流山ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
5MS 1 工藤 翔太 くどう しょうた 川間ジュニア
5MS 2 谷本 豪輝 たにもと ごうき 佐貫クラブ
5MS 3 鈴木 聡一郎 すずき そういちろう Progress Jr.
5MS 4 浪川 優心 なみかわ ゆうま Progress Jr.
5MS 5 山本 耀彦 やまもと あきひこ ベイヒッターズジュニア
5MS 6 渡辺 真弘 わたなべ まひろ ベイヒッターズジュニア
5MS 7 小杉 耕勇 こすぎ こうゆう 鎌ヶ谷ジュニア
5MS 8 網谷 葵 あみたに あおい 鎌ヶ谷ジュニア
5MS 9 鈴木 幹太 すずき かんた 野田中根ジュニア
5MS 10 沼端 蓮 ぬまはた れん 市川ジュニア
5MS 11 李 章郡 り しょうぐん 市川ジュニア
5MS 12 小林 透真 こばやし とうま BESTジュニア
5MS 13 池村 陸斗 いけむら りくと 松戸六実ジュニア
5MS 14 市村 悠悟 いちむら ゆうご 栗ヶ沢ジュニア
5MS 15 品田 仁 しなだ じん 大森ジュニア
5MS 16 森口 来翔 もりぐち らいと 大森ジュニア
5MS 17 山田 真南翔 やまだ まなと 大森ジュニア
5MS 18 清酒 颯真 せいしゅ そうま スリーセブンJr
5MS 19 澤内 海風 さわうち しょあ Honey Sophia

男子6年生の部シングルス／選手名簿

男子5年生の部シングルス／選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
5MS 20 野村 海貴 のむら かいき 高洲ホープス
5MS 21 木幡 大河 こわた たいが 流山ジュニア
5MS 22 板屋 智己 いたや ともき 流山ジュニア
5MS 23 杉本 康太郎 すぎもと こうたろう 流山ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
4MS 1 三谷 優輝 みたに ゆうき 我孫子ジュニア
4MS 2 吉川 凌生 よしかわ りく 市原ジュニア
4MS 3 生盛 大雅 せいもり たいが 市原ジュニア
4MS 4 峰 伶次郎 みね れいじろう 鎌ヶ谷ジュニア
4MS 5 富田 涼来 とみた りく 鎌ヶ谷ジュニア
4MS 6 松村 陽介 まつむら ようすけ 鎌ヶ谷ジュニア
4MS 7 村田 塁 むらた るい 鎌ヶ谷ジュニア
4MS 8 中山 陽斗 なかやま はると 鎌ヶ谷ジュニア
4MS 9 早川 侑良 はやかわ ゆら 成田ジュニア
4MS 10 栗本 律斗 くりもと りつ 市川ジュニア
4MS 11 本井 悠仁 もとい ゆうじん やちよスマッシュジュニア
4MS 12 本山 颯人 もとやま はやと やちよスマッシュジュニア
4MS 13 金 寅 きむ いん やちよスマッシュジュニア
4MS 14 竹谷 柊志 たけたに しゅうじ やちよスマッシュジュニア
4MS 15 山本 拓真 やまもと たくま BunBunSP
4MS 16 河合 生央 かあい きお 季美の森ジュニア
4MS 17 竹本 心優斗 たけもと みゆと スリーセブンJr
4MS 18 赤堀 颯汰 あかぼり そうた スリーセブンJr
4MS 19 荒井 陽輝 あらい はるき Honey Sophia
4MS 20 伊藤 壮馬 いとう そうま 高洲ホープス
4MS 21 中村 悠大 なかむら ゆうだい 流山ジュニア
4MS 22 小川 稀廉 おがわ きれん 流山ジュニア
4MS 23 加藤 煌大 かとう こうた 流山ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
3MS 1 伊井 冬馬 いい とうま 市原ジュニア
3MS 2 孫 雅輝 そん まさき Progress Jr.
3MS 3 楠野 結翔 くすの ゆうと Progress Jr.
3MS 4 川﨑 航 かわさき わたる ベイヒッターズジュニア
3MS 5 佐藤 那由太 さとう なゆた 鎌ヶ谷ジュニア
3MS 6 吉岡 皐 よしおか さつき 野田中根ジュニア
3MS 7 揚石 崚太 あげいし りょうた 市川ジュニア
3MS 8 住吉 翔 すみよし かける やちよスマッシュジュニア
3MS 9 吉岡 薫平 よしおか くんぺい 松戸六実ジュニア
3MS 10 呉 欣岳 ご きんがく 高洲ホープス
3MS 11 石川 楓丸 いしかわ ふうま パイレーツ村上ジュニア
3MS 12 楠 凌汰 くすのき りょうた パイレーツ村上ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
2MS 1 遠藤 智裕 えんどう ともひろ 我孫子ジュニア
2MS 2 山本 耀信 やまもと あきのぶ ベイヒッターズジュニア

男子4年生の部シングルス／選手名簿

男子3年生の部シングルス／選手名簿

男子2年生の部シングルス／選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
2MS 3 八木 陸 やぎ りく ベイヒッターズジュニア
2MS 4 板垣 匡輝 いたがき まさき 野田中根ジュニア
2MS 5 新庄 悠翔 しんじょう はると smArtバドミントン
2MS 6 岡山 璃月 おかやま りつき smArtバドミントン
2MS 7 赤堀 陽音 あかぼり はると スリーセブンJr
2MS 8 高田 晴成 たかた はるなり スリーセブンJr
2MS 9 湯浅 遼也 ゆあさ はるや 高洲ホープス
2MS 10 村田 楓 むらた ふう 流山ジュニア
2MS 11 村田 柊 むらた しゅう 流山ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
1MS 1 後藤 功泰 ごとう こうた Progress Jr.
1MS 2 大川 諒真 おおかわ りょうま Progress Jr.
1MS 3 孫 雅悠 そん まさはる Progress Jr.
1MS 4 保土田 繫人 ほとだ けいと ベイヒッターズジュニア
1MS 5 辰田 湊斗 たつだ みなと やちよスマッシュジュニア
1MS 6 森口 匠翔 もりぐち たくと 大森ジュニア
1MS 7 山中 翔太郎 やまなか しょうたろう 高洲ホープス

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
6GS 1 香田 菜々美 こうだ ななみ 川間ジュニア
6GS 2 山田 明日香 やまだ あすか シャトル桜木
6GS 3 早川 穂 はやかわ すい シャトル桜木
6GS 4 原 彩音 はら あやね シャトル桜木
6GS 5 伊井 心春 いい こはる 市原ジュニア
6GS 6 酒井 藍子 さかい あいこ Progress Jr.
6GS 7 大島 彩椰 おおしま さや Progress Jr.
6GS 8 齊郷 友花 さいごう ゆはな ベイヒッターズジュニア
6GS 9 三代川 由奈 みよかわ ゆな ベイヒッターズジュニア
6GS 10 川﨑 羽 かわさき つばさ ベイヒッターズジュニア
6GS 11 伊野 逢糸 いの あい ベイヒッターズジュニア
6GS 12 山下 菜奈子 やました ななこ ベイヒッターズジュニア
6GS 13 山﨑 ちはる やまざき ちはる 鎌ヶ谷ジュニア
6GS 14 藤本 來花 ふじもと らいか 鎌ヶ谷ジュニア
6GS 15 戸井田 穂香 といだ ほのか 鎌ヶ谷ジュニア
6GS 16 峰 莉緒 みね りお 鎌ヶ谷ジュニア
6GS 17 松村 さくら子 まつむら さくらこ 鎌ヶ谷ジュニア
6GS 18 杉岡 優月 すぎおか ゆづき 鎌ヶ谷ジュニア
6GS 19 小島 七海 こじま ななみ 野田中根ジュニア
6GS 20 内藤 羽菜 ないとう はな 野田中根ジュニア
6GS 21 野口 唯奈 のぐち ゆいな 市川ジュニア
6GS 22 繁森 心美 しげもり ここみ BESTジュニア
6GS 23 関原 咲景 せきはら さえ やちよスマッシュジュニア
6GS 24 新庄 優葵 しんじょう ゆき smArtバドミントン
6GS 25 平田 紗央里 ひらた さおり smArtバドミントン
6GS 26 会田 りこ あいた りこ 松戸六実ジュニア
6GS 27 上村 うみ かみむら うみ 松戸六実ジュニア
6GS 28 番場 優芽 ばんば ゆめ 松戸六実ジュニア
6GS 29 土屋 こころ つちや こころ 季美の森ジュニア

男子1年生以下の部シングルス／選手名簿

女子6年生の部シングルス／選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
6GS 30 伊藤 真加 いとう まなか 季美の森ジュニア
6GS 31 前田 海惺 まえだ みさと 大森ジュニア
6GS 32 遠藤 鈴月 えんどう りんか 大森ジュニア
6GS 33 秋山 紗輝 あきやま さき 大森ジュニア
6GS 34 廣澤 美月 ひろさわ みつき 大森ジュニア
6GS 35 廣澤 美空 ひろさわ みそら 大森ジュニア
6GS 36 山口 咲菜 やまぐち さな 大森ジュニア
6GS 37 川添 琴未 かわぞえ ことみ 大森ジュニア
6GS 38 寺尾 結依 てらお ゆい スリーセブンJr
6GS 39 鈴木 りな すずき りな Honey Sophia
6GS 40 春貴 彩乃 はるきさやの 流山ジュニア
6GS 41 小林 明日香 こばやしあすか 流山ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
5GS 1 天野 香恋 あまの かれん 川間ジュニア
5GS 2 鎌形 望心 かまがた のぞみ シャトル桜木
5GS 3 松橋 沙弥 まつはし さや シャトル桜木
5GS 4 山口 穂乃 やまぐち ほの 我孫子ジュニア
5GS 5 鈴木 珠良 すずき じゅら 市原ジュニア
5GS 6 細木原 茉奈 ほそきばら まな Progress Jr.
5GS 7 郎 煕然 ろう しいらん Progress Jr.
5GS 8 楠美 乃唯 くすみ のい Progress Jr.
5GS 9 豊嶋 希美 とよしま のぞみ Progress Jr.
5GS 10 大貫 里寿 おおぬき りず Progress Jr.
5GS 11 近藤 沙郁 こんどう さあや ベイヒッターズジュニア
5GS 12 富永 結衣華 とみなが ゆいか ベイヒッターズジュニア
5GS 13 林 ほの香 はやし ほのか ベイヒッターズジュニア
5GS 14 平野 羽海瑠 ひらの はみる ベイヒッターズジュニア
5GS 15 木城 葵 きしろ あおい 鎌ヶ谷ジュニア
5GS 16 伊藤 葵彩 いとう あおい 鎌ヶ谷ジュニア
5GS 17 荒木 茉弥子 あらき まみこ 鎌ヶ谷ジュニア
5GS 18 高澤 凜 たかざわ りん 鎌ヶ谷ジュニア
5GS 19 村田 夏菜 むらた かな 鎌ヶ谷ジュニア
5GS 20 田部井 紅奈 たべい くれな 鎌ヶ谷ジュニア
5GS 21 谷田部 愛希 やたべ あき 野田中根ジュニア
5GS 22 林 優月 はやし ゆづき 市川ジュニア
5GS 23 山口 和奏 やまぐち わかな BESTジュニア
5GS 24 小野間 みすず おのま みすず やちよスマッシュジュニア
5GS 25 山崎 澪 やまざき みお やちよスマッシュジュニア
5GS 26 細島 悠良 ほそじま ゆら 栗ヶ沢ジュニア
5GS 27 石塚 捺波 いしづか ななみ 季美の森ジュニア
5GS 28 上村 朱里 うえむら あかり 大森ジュニア
5GS 29 山上 朋華 やまかみ ともか 大森ジュニア
5GS 30 松嶋 美紘 まつしま みひろ スリーセブンJr
5GS 31 有賀 結衣 ありが ゆい Honey Sophia
5GS 32 松藤 梨央 まつふじ りお Honey Sophia
5GS 33 鈴木 りほ すずき りほ Honey Sophia
5GS 34 園田 楓奈 そのだ かんな 高洲ホープス
5GS 35 今 彩乃 こん あやの パイレーツ村上ジュニア
5GS 36 渋木 美緒 しぶき みお パイレーツ村上ジュニア
5GS 37 坂本 瑠菜 さかもと るな 流山ジュニア

女子5年生の部シングルス／選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
4GS 1 秋 さくら あき さくら シャトル桜木
4GS 2 吉岡 七瀬 よしおか ななせ 我孫子ジュニア
4GS 3 田島 優 たじま ゆう 市原ジュニア
4GS 4 青木 結愛 あおき ゆあ 市原ジュニア
4GS 5 宇津 華月 うつ はるな 市原ジュニア
4GS 6 酒井 塔子 さかい とうこ Progress Jr.
4GS 7 後藤 那月 ごとう なつき ベイヒッターズジュニア
4GS 8 福田 和澄 ふくだ いずみ ベイヒッターズジュニア
4GS 9 鈴木 泉羽 すずき みう ベイヒッターズジュニア
4GS 10 鈴木 心 すずき こころ ベイヒッターズジュニア
4GS 11 三輪 波留乃 みわ はるの ベイヒッターズジュニア
4GS 12 林 和夏 はやし わか 鎌ヶ谷ジュニア
4GS 13 畑山 來愛 はたけやま くれあ 鎌ヶ谷ジュニア
4GS 14 岡田 海音 おかだ みお 野田中根ジュニア
4GS 15 坂本 寧音 さかもと ねね 市川ジュニア
4GS 16 新村 美羽 しんむら みはね 市川ジュニア
4GS 17 安川 陽菜 やすかわ ひな 市川ジュニア
4GS 18 金子 さくら かねこ さくら BESTジュニア
4GS 19 池村 咲良 いけむら さくら 松戸六実ジュニア
4GS 20 鈴木 美貴 すずき みき 栗ヶ沢ジュニア
4GS 21 有馬 彩乃 ありま あやの 栗ヶ沢ジュニア
4GS 22 藤田 紗世 ふじた さよ BunBunSP
4GS 23 川嶋 実莉 かわしま みのり 季美の森ジュニア
4GS 24 土屋 くるみ つちや くるみ 季美の森ジュニア
4GS 25 生田 恵玲乃 いくた えれの 大森ジュニア
4GS 26 小村 樹愛 こむら きあら 大森ジュニア
4GS 27 廣澤 美華 ひろさわ みはな 大森ジュニア
4GS 28 伊東 優月 いとう ゆづき Honey Sophia
4GS 29 彌勒院 美咲 みろくいん みさき 高洲ホープス
4GS 30 安田 悠理 やすだ ゆうり 高洲ホープス
4GS 31 宇都宮 千晴 うつのみや ちはる パイレーツ村上ジュニア
4GS 32 遠藤 愛依 えんどう めい 流山ジュニア
4GS 33 三浦 史愛 みうら あやね 流山ジュニア
4GS 34 中江 茉也美 なかねま やみ 流山ジュニア
4GS 35 只友 咲帆 ただとも さきほ 流山ジュニア
4GS 36 瓶子 優月 へいし ゆづき 流山ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
3GS 1 工藤 愛美 くどう まなみ 川間ジュニア
3GS 2 吉岡 琴音 よしおか ことね 我孫子ジュニア
3GS 3 山本 梨愛 やまもと りの Progress Jr.
3GS 4 浪川 心花 なみかわ このか Progress Jr.
3GS 5 金尾 結菜 かねお ゆいな ベイヒッターズジュニア
3GS 6 鈴木 菜瑠 すずき なる ベイヒッターズジュニア
3GS 7 保土田 凛和 ほとだ りんな ベイヒッターズジュニア
3GS 8 武藤 仁美 むとう ひとみ 鎌ヶ谷ジュニア
3GS 9 小杉 奏主 こすぎ かなす 鎌ヶ谷ジュニア

女子4年生の部シングルス／選手名簿

女子3年生の部シングルス／選手名簿



ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
3GS 10 蒋 欣晏 しょう きんえん 鎌ヶ谷ジュニア
3GS 11 長谷川 咲樹 はせがわ さき BESTジュニア
3GS 12 辰田 莉帆 たつだ りほ やちよスマッシュジュニア
3GS 13 谷貝 琴音 やがい ことね smArtバドミントン
3GS 14 中村 結奈 なかむら ゆな 松戸六実ジュニア
3GS 15 金井 実香 かない みか 季美の森ジュニア
3GS 16 後藤 愛梨 ごとう あいり Honey Sophia
3GS 17 澤内 心愛 さわうち のあ Honey Sophia
3GS 18 劉 睿溪 りゅう えいしい 高洲ホープス
3GS 19 趙 鈺凡 ちょう ぎょくはん 高洲ホープス
3GS 20 佐々木 絢芽 ささき あやめ パイレーツ村上ジュニア
3GS 21 石井 千尋 いしい ちひろ パイレーツ村上ジュニア
3GS 22 板屋 光咲 いたや みさき 流山ジュニア
3GS 23 杉本 千咲 すぎも とちさ 流山ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
2GS 1 今村 灯里 いまむら あかり 川間ジュニア
2GS 2 三谷 彩花 みたに あやか 我孫子ジュニア
2GS 3 豊嶋 来美 とよしま くるみ Progress Jr.
2GS 4 畑山 愛颯 はたけやま あいさ 鎌ヶ谷ジュニア
2GS 5 山部 美歩 やまべ みほ 野田中根ジュニア
2GS 6 梶山 美海 かじやま みう 野田中根ジュニア
2GS 7 久保 ひかり くぼ ひかり 松戸六実ジュニア
2GS 8 福島 奏 ふくしま かなで 松戸六実ジュニア
2GS 9 野村 佳央 のむら かお Honey Sophia
2GS 10 山中 千尋 やまなか ちひろ 高洲ホープス
2GS 11 戸部 陽和子 とべ ひなこ 流山ジュニア

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
1GS 1 木城 悠 きしろ はるか 鎌ヶ谷ジュニア
1GS 2 佐藤 菜々夏(年長) さとう ななか 高洲ホープス

女子1年生以下の部シングルス／選手名簿

女子2年生の部シングルス／選手名簿


