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各  位                                  令和 3 年 ４ 月 １ 日 
                                    千葉県小学生バドミントン連盟 
 

第２２回ダイハツ全国ＡＢＣ小学生バドミントン大会千葉県予選会要項 
新型コロナの感染状況により要項が変更になる可能性があります。 

大会の実施については感染防止対策にご協力いただくことを前提といたします 
対策の具体策については別途ご連絡を致します 

 

１ 主  催  千葉県バドミントン協会 

２ 主  管   千葉県小学生バドミントン連盟 

３ 特別協賛  ダイハツ工業株式会社 

４ 期  日  ①令和 3年 6月 20 日(日)   

  ②令和 3年 6月 27 日(日)   

５ 会  場  ①野田市関宿総合公園体育館 〒270-0225 野田市平井 401     電話:04-7198-8500 

  ②柏市沼南体育館   〒277-0931 柏市藤ヶ谷 1908-1 電話:04-7193-1111 

６ 競技種目  男女個人戦 

Ａグループ 5・6年生の部 (男子の部、女子の部） 

Ｂグループ 3・4年生の部 (男子の部、女子の部） 

Ｃグループ 1・2年生の部 (男子の部、女子の部) 

７ 競技規則  令和 3年度(公財)日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程及び同公認審判員規程 

による 

８ 競技方法  ①トーナメント方式 3 位決定戦は行わない 

②Ｃグループは 15点 3ゲームマッチ、21 点まで 

③参加人数により競技方法を変更することがある。組み合わせと同時に通知する。 

９ 使用用器具 (公財)日本バドミントン協会検定・審査合格品及び同協会第二種検定球「ヨネックス・ 

エアロセンサ 700」とする。 

10  参加資格  令和 3年度千葉県小学生バドミントン連盟及び(公財)日本バドミントン協会に登録する 

もの。尚、登録は試合当日可能であり登録費は参加費と共に納入すること。 

11 参加制限  推薦選手として第 22回全国 ABC大会の出場権を得ているものは参加できない。 

12 組み合わせ 申込み締め切り後今大会競技規則に則り主催者が決定する。 

13 参加費   １人 １,300 円  銀行振込：(振込み手数料は振込み人負担) 

        千葉銀行／本店  普通 3613766 千葉県小学生バドミントン連盟 名義 

14 申込み期日 5月 25 日(火)までに必着。 

15 申込み方法 メールのみ。 

16 申込み場所  ①正本：冨田智大 tomita.three.seven.jr@gmail.com 

                ②副本：横川大作 big_make0103@yahoo.co.jp 

          必ず正本・副本両者にメールすること。一方のみでは受付とならない。 

17 表 彰   優勝・準優勝にダイハツ賞メダル(予定) 第一位から三位まで賞状を授与する 

18 撮影承諾  大会期間中、特別協賛のダイハツ工業(株)及びその委託者が競技風景、会場風景の撮影を 

行います。映像としてポスター、HP 等に使用されることを承諾して参加する。 

19 備 考   ①各グループ優勝者には、8月 14-15 日熊本県八代市で行われる全国大会の出場権を与える。 

        ②Ａグループベスト 8(男女)は、8月 10-11 日浦安市体育館で行われる全日本ジュニア選手

権大会千葉県予選会の出場権を与える。 

③ベンチ入りする監督・コーチは(公財)日本バドミントン協会登録者及び公認審判員 

 有資格者とする。事前登録を必要とし、当該チームのみ可能とします。 

        ④着上着にゼッケン又はプリントでチーム名・氏名(フルネーム)を必ずつける 

        ⑤チーバ君 Tシャツ、関東小学生 Tシャツは使用することができる。 

        ⑥開場時間、駐車場等については別途小学生 HP に掲載する。          以 上 
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種目別の実施日は申し込み締め切り後です。 

2 日間の参加をご準備ください 
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競 技 上 の 注 意 事 項 

競 技 規 則   2021 年度(公財)日本バドミントン協会競技規則及び同大会運営規程ならびに同公認 

審判員規程による。 

 

競 技 会 場  二日間に分けて行う 6/20 関宿体育館：男子 B   女子 A・C 

6/27 沼南体育館：男子 A・C 女子 B    

 

競 技 方 法  男女全てトーナメントで行う。 

男女Ａ・Ｂクラスは、21 点 3 ゲームマッチ 

男女Ｃクラスは、  15 点 3 ゲームマッチ 

       インターバルのアドバイスは、小学生連盟にベンチ入り登録した監督・コーチ 1名 

       ＊各クラス優勝者は 8 月 14 日～15 日に熊本県八代市で行われる、第 22 回ダイハツ

全国小学生 ABC バドミントン大会の出場権を得られる。 

 

試合の進行について 

        タイムテーブルのコート番号にとらわれず、流し込み方式で行います。 

選手集合所から集合のコールがありましたら、速やかにお集まり下さい。 

＊主審は試合終了後、敗者と一緒に本部へ来てください 

主審：レフリーにスコアーシートを提出しチェツクを受けて下さい。 

         敗者：試合をする選手を連れてコートへお戻りください 

試合が連続になる場合は前試合終了後 10分以上空けて次の試合を行います。 

 

審判について （主審・線審・得点版） 

１巡目    ：主審・得点版は本部より指名するチームでお願いします。 

線審は試合をするチームからそれぞれ1名出してください 

２巡目以降：敗者チームが主審と線審1名、勝者チームが得点版と線審1名とします 

      試合の進行状況次第ではこの限りではありません。 

 

使用シャトル 2021 年度(公財)日本バドミントン協会検定合格球「ヨネックス・エアロセンサ 700 

 

出 場 資 格   2021 年度(公財)日本バドミントン協会および千葉県小学生バドミントン連盟の 

登録選手。 

 

〈開 始 時 間 、監 督 会 議等〉体育館ごとの「連絡事項」をご参照下さい 
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一 般 注 意 事 項 

１．各自の持ち物は、各自で責任をもって保管して下さい。試合中は、チームメイトや保護者が管理し

紛失盗難等がないように、お互い協力すること。 

２．競技中の負傷については応急処置のみで、その後の責任は主催者側では負いません。 

３．昼食時間はもうけません。ゲームの進行に支障のないよう行って下さい。 

４．「ゴミ」は各自で持ち帰って下さい。ゴミ箱は設置してありません。 

５．観客席、フロア内は土足禁止です。 

６．体育館の下駄箱、スリッパは使用できません。袋等用意してそれぞれで保管して下さい。 

７．熱中症予防のため、水分補給はこまめに行って下さい。 

８．アリーナ以外（ロビー等）の競技練習は行わない。 

９．敷地内は全て禁煙のため、お煙草はご遠慮下さい。 

10．館内電源を使用しての充電は行わないようお願いします。 

 

 

感染症対策 

１．健康管理シートを受付に提出願います、選手・監督・コーチ・保護者(入館する全員分) 

２．アルコール消毒液を配置します(複数)ので随時消毒願います 

３．プレー中以外はマスクの着用をお願いします（試合をする選手） 

４．試合前・終了時の握手は行わない 

５．大きな声で声援をしない。拍手のみとします(選手・観客とも)自席からの応援とし移動をしない 

６．試合終了後は、必ずすぐに手洗い(又はアルコール消毒)・うがいをして下さい 

７．コートサイドに籠は用意しません、バック等を利用して持ち込む飲み物もバックの中に入れる。 

８．ラケット、タオルの貸し借りはしない。シューズの裏を手で拭うことはしない 

９．食事中の会話はしないでください(黙食) 
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連絡事項(20 日 関宿体育館) 

試合開始まで流れ 

１．駐車場開場         8：00 

２．体育館開場・入場 8：30  役  員  

8：45   選 手 等   

３．受  付      9：00  健康チェックシートの提出と棄権者の確認を行います。 

４．練習時間          9：15～9:30  各 5分間  タイムテーブルに記載 

５．監督会議    9：20 

６．開会式          9：40 

７．試合開始     10：00 

８．主  審  一巡目 主審＆得点版チーム 

１コート：鎌ヶ谷          ２コート：川間      ３コート：ベイヒッター 

４コート：高洲          ５コート：桜木        ６コート：市原  

７コート：野田中根        ８コート：市川      ９コート：Honey Sophia 

10 コート：スリーセブン   11 コート：ｓｍArt 

９．本部 進行   ：Progress Jr 

選手集合所 ：やちよスマッシュ 

記録    ：スリーセブン Jr 

10．各クラス優勝者は、表彰式終了後に写真撮影を行います。 
 
【その他注意事項】 

１．体育館入場の際に、ダイハツのスタッフから参加賞を受け取って下さい。 

２．体育館奥の駐車場は本部及びダイハツの駐車場といたします。 

３．会場見取り図及び座席表 
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連絡事項(27 日 沼南体育館) 

１．駐車場開場          8：00 

２．体育館開場・入場 8：30  役  員  

8：45  選 手 等   

３．受  付       9：00  健康チェックシートの提出と棄権者の確認をします。 

４．練習時間           9：25～9：45  各 5 分間  タイムテーブルに記載 

５．監督会議    9：30 

６．開会式             行いません 

７．試合開始      10：00 

８．一巡目 主審＆得点版 

１コート:鎌ヶ谷 ２コート:高洲     ３コート:ベイヒッター  ４コート:栗ヶ沢 

５コート:市原    ６コート:野田中根  ７コート:smＡrt         ８コート:BunBunSP 

９．本部 進行  ：  流山ジュニア 

選手集合：  市川ジュニア 

記録  ：  鎌ヶ谷ジュニア 

駐車場 ： 松戸六実ジュニア 

10.その他 各クラス優勝者は、表彰式終了後に写真撮影を行います。 

【その他注意事項】 

１．体育館入場の際に、ダイハツのスタッフから参加賞を受け取って下さい。 

２．駐車場奥の 10台分は本部・ダイハツの駐車場といたします。駐車場係の指示に従ってください。 

３．会場見取り図及び座席表 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 8 9 1 2

我孫子

市川

BEST

ＷC

第22回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会千葉県予選会2021.6.27

高洲ホープス Ｐｒｏｇｒｅｓｓ 流山 鎌ケ谷 大森 栗ヶ沢

桜木

季美の森

松戸六実 野田中根

BunBun
smArt

777 イス＆緑マット置き場

やちよ パイレー

ツ

川間Honey
Sophia

市原

ベイ

ヒッター

ズ

通路

通路

流山 鎌ケ谷 佐貫 17席

会場設営図（座席割り）

【１コート】【８コート】

【７コート】

【５コート】

【６コート】

【４コート】

【３コート】

【２コート】

【選手集合】イス×３２
進行 流山 本部 スコア提出

イス×２０机×６

記録 鎌ヶ谷

台台イス イス イス イス

イ

ス

イ

ス

イ

ス

イ

ス
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【駐車場：乗り合いにご協力ください】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート 10コート 11コート

8:30

8:45

9:15～9:20

9:20～9:25

9:25～9:30

9:40

一巡目審判 鎌ヶ谷 川間 ベイヒッター 高洲 桜木 市原 野田中根 市川 Honey スリーセブン ｓｍArt

10:00 WA-1 WA-2 WA-3 WA-4 WA-5 WA-6 WA-7 WA-8 WA-9 MB-1 MB-2

10:30 MB-3 MB-4 MB-5 MB-6 MB-7 WC-1 WC-2 WC-3 WC-4 WC-5 WC-6

11:00 WC-7 WA-10 WA-11 WA-12 WA-13 WA-14 WA-15 WA-16 WA-17 WA-18 WA-19

11:30 WA-20 WA-21 WA-22 WA-23 WA-24 WA-25 WA-26 WA-27 WA-28 WA-29 WA-30

12:00 WA-31 WA-32 WA-33 WA-34 WA-35 WA-36 WA-37 WA-38 WA-39 WA-40 WA-41

12:30 MB-8 MB-9 MB-10 MB-11 MB-12 MB-13 MB-14 MB-15 MB-16 MB-17 MB-18

13:00 MB-19 MB-20 MB-21 MB-22 MB-23 WC-8 WC-9 WC-10 WC-11 WA-42 WA-43

13:30 WA-44 WA-45 WA-46 WA-47 WA-48 WA-49 WA-50 WA-51 WA-52 WA-53 WA-54

14:00 WA-55 WA-56 WA-57 MB-24 MB-25 MB-26 MB-27 MB-28 MB-29 MB-30 MB-31

14:30 WC-12 WC-13 WA-58 WA-59 WA-60 WA-61 WA-62 WA-63 WA-64 WA-65 MB-32

15:00 MB-33 MB-34 MB-35 WC-決勝 WA-66 WA-67 WA-68 WA-69

15:30 MB-36 MB-37 WA-70 WA-71

16:00 MB-決勝 WA-決勝
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　　　　第22回ダイハツ全国小学生ＡＢＣバドミントン大会千葉県予選会　　   　令和３年６月２０日

桜木・松戸・市原・八千代・BunBun・我孫子　　　　31名
Honey・パイレーツ・

smArt　12名

開会式　自席にて

役員　入場

選手入場

鎌ヶ谷・川間・季美の森・高洲　　　　　　30名 野田中根・市川　12名

Progress　・ベイヒッター　・　流山ジュニア・成田・BEST　　30
名

大森　・スリーセブン
12名



１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート

8：30

9：00

9:25～9:30

9:30～9:35

9:35～9:40

9:40～9:45

一巡目審判 鎌ヶ谷 高洲 ベイヒッター 栗ヶ沢 市原 野田中根 ｓｍArt BunBun

10:00 WB-1 WB-2 WB-3 WB-4 WB-5 WB-6 WB-7 WB-8

10:30 WB-9 WB-10 WB-11 WB-12 WB-13 WB-14 WB-15 WB-16

11:00 WB-17 WB-18 WB-19 WB-20 WB-21 WB-22 MA-1 MA-2

11:30 MA-3 MA-4 MA-5 MA-6 MA-7 MA-8 MA-9 MA-10

12:00 MA-11 MA-12 MA-13 MA-14 MA-15 MA-16 MA-17 MC-1

12:30 MC-2 WB-23 WB-24 WB-25 WB-26 WB-27 WB-28 WB-29

13:00 WB-30 WB-31 WB-32 WB-33 WB-34 WB-35 WB-36 WB-37

13:30 WB-38 MA-18 MA-19 MA-20 MA-21 MA-22 MA-23 MA-24

14:00 MA-25 MA-26 MA-27 MA-28 MA-29 MA-30 MA-31 MA-32

14:30 MA-33 MC-3 MC-4 MC-5 MC-6 MC-7 MC-8 MC-9

15:00 MC-10 WB-39 WB-40 WB-41 WB-42 WB-43 WB-44 WB-45

15:30 WB-46 MA-34 MA-35 MA-36 MA-37 MA-38 MA-39 MA-40

16:00 MA-41 MC-11 MC-12 MC-13 MC-14 WB-47 WB-48 WB-49

16:30 WB-50 MA-42 MA-43 MA-44 MA-45 MC-15 MC-16

17:00 WB-51 WB-52 MA-46 MA-47 MC-決勝

17:30 WB-決勝 MA-決勝

　　栗ヶ沢・ベイヒッター・やちよ・Honey・パイレーツ・smArt・ＢEST　　　32名
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第22回ダイハツ全国小学生ＡＢＣバドミントン大会千葉県予選会　　　令和３年６月２７日

役員入場

選手入場

川間・野田中根・鎌ヶ谷・市川・大森　　　　　　　　　　31名

流山・松戸・季美の森・桜木・高洲　　　　　　　　　31名　　　

スリーセブン・市原・BunBun・佐貫・我孫子・Progress　　　　28名



 

第22回ダイハツ全国小学生ＡＢＣバドミントン大会千葉県予選会
令和３年６月２０日－２７日 野田市関宿体育館・柏市沼南体育館
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男子Ａグループ

48
46 47

42

43

44

45

34

35

36

37

38

39

40

41

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

鈴木 悠輔 （流山ジュニア）

市村 悠悟⑤ （栗ヶ沢ジュニア）

鈴木 幹太⑤ （野田中根ジュニア）

杉山 建斗⑤ （松戸六実ジュニア）

浪川 優心⑤ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

伊藤 虎ノ介 （ｓｍＡｒｔ）

小杉 耕勇⑤ （鎌ヶ谷ジュニア）

田島 亮太 （市原ジュニア）

金子 颯汰 （ＢＥＳＴジュニア）

吉岡 橙吾 （松戸六実ジュニア）

大口 勇人 （野田中根ジュニア）

高久昊士 （Ｂｕｎ Ｂｕｎ ＳＰ）

沼端 蓮⑤ （市川ジュニア）

山本 耀彦⑤ （ベイヒッターズジュニア）

品田仁⑤ （大森ジュニア）

宮本 陸翔 （松戸六実ジュニア）

清水 宥良 （鎌ヶ谷ジュニア）

戸部 結智 （流山ジュニア）

鈴木 貴翔 （栗ヶ沢ジュニア）

木幡 大河⑤ （流山ジュニア）

生盛 優晴 （市原ジュニア）

船橋 亮太 （野田中根ジュニア）

中 沢 嵐 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

宮口 彪雅 （我孫子ジュニア）

坂本 結翔 （市川ジュニア）

美濃 龍斗 （市川ジュニア）

野村 海貴⑤ （高洲ホープス）

網谷 葵⑤ （鎌ヶ谷ジュニア）

井上 颯藍 （流山ジュニア）

黒沢 燿平 （栗ヶ沢ジュニア）

谷本豪輝⑤ （佐貫クラブ）

湯川 瑛大 （鎌ヶ谷ジュニア）

福 島 楓 （松戸六実ジュニア）

鈴木 聡一郎⑤ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

秦 野 光 （野田中根ジュニア）

山田真南翔⑤ （大森ジュニア）

澤内 海風⑤ （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

工藤翔太⑤ （川間ジュニア）

杉本 康太郎⑤ （流山ジュニア）

小林 透真⑤ （ＢＥＳＴジュニア）

清酒 颯真⑤ （スリーセブンＪｒ）

木嶋 耕太郎 （鎌ヶ谷ジュニア）

重田 八雲 （市原ジュニア）

李 章郡⑤ （市川ジュニア）

板屋 智己⑤ （流山ジュニア）

眞下 寛悠 （野田中根ジュニア）

山谷 諒真 （やちよスマッシュジュニア）

池村 陸斗⑤ （松戸六実ジュニア）

横 田 絆 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）
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竹本 心優斗 （スリーセブンＪｒ）

河合 生央 （季美の森ジュニア）

吉岡 薫平③ （松戸六実ジュニア）

竹谷 柊志 （やちよスマッシュジュニア）

呉 欣岳③ （高洲ホープス）

富田 涼来 （鎌ヶ谷ジュニア）

荒井 陽輝 （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

住吉 翔③ （やちよスマッシュジュニア）

揚石 崚太③ （市川ジュニア）

川﨑 航③ （ベイヒッターズジュニア）

中村 悠大 （流山ジュニア）

楠野 結翔③ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

川添 流來 （鎌ヶ谷ジュニア）

吉川 凌生 （市原ジュニア）

楠 凌汰③ （パイレーツ村上ジュニア）

本山 颯人 （やちよスマッシュジュニア）

栗本 律斗 （市川ジュニア）

早川 侑良 （成田ジュニア）

松村 陽介 （鎌ヶ谷ジュニア）

赤堀 颯汰 （スリーセブンＪｒ）

本多 柊斗③ （ＢＥＳＴジュニア）

江﨑 清遥 （大森ジュニア）

山谷 颯人 （やちよスマッシュジュニア）

吉岡 皐③ （野田中根ジュニア）

峰 伶次郎 （鎌ヶ谷ジュニア）

三谷 優輝 （我孫子ジュニア）

小川 稀廉 （流山ジュニア）

伊藤 壮馬 （高洲ホープス）

伊井 冬馬③ （市原ジュニア）

佐藤 那由太③ （鎌ヶ谷ジュニア）

石川 楓丸③ （パイレーツ村上ジュニア）

加澤 優翔③ （市川ジュニア）

金 寅 （やちよスマッシュジュニア）

山本拓真 （Ｂｕｎ Ｂｕｎ ＳＰ）

孫 雅輝③ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

生盛 大雅 （市原ジュニア）

加藤 煌大 （流山ジュニア）

村 田 塁 （鎌ヶ谷ジュニア）

本井 悠仁 （やちよスマッシュジュニア）
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山本 耀信 （ベイヒッターズジュニア）

村 田 楓 （流山ジュニア）

板垣 匡輝 （野田中根ジュニア）

新庄 悠翔 （ｓｍＡｒｔ）

大川 諒真① （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

辰田 湊斗① （やちよスマッシュジュニア）

遠藤 智裕 （我孫子ジュニア）

今井 智絆 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

赤堀 陽音 （スリーセブンＪｒ）

高田 晴成 （スリーセブンＪｒ）

孫 雅悠① （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

湯浅 遼也 （高洲ホープス）

保土田 繋人① （ベイヒッターズジュニア）

後藤 功泰① （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

岡山 璃月 （ｓｍＡｒｔ）

石田 恵伍 （我孫子ジュニア）

村 田 柊 （流山ジュニア）

八 木 陸 （ベイヒッターズジュニア）
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前田海惺 （大森ジュニア）

番場 優芽 （松戸六実ジュニア）

伊藤 真加 （季美の森ジュニア）

大貫 里寿⑤ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

杉岡 優月 （鎌ヶ谷ジュニア）

林 ほの香⑤ （ベイヒッターズジュニア）

野口 唯奈 （市川ジュニア）

高澤 凜⑤ （鎌ヶ谷ジュニア）

天野香恋⑤ （川間ジュニア）

小島 七海 （野田中根ジュニア）

小林 明日香 （流山ジュニア）

鈴木 りほ⑤ （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

原 彩 音 （シャトル桜木）

遠藤鈴月 （大森ジュニア）

寺尾 結依 （スリーセブンＪｒ）

藤本 來花 （鎌ヶ谷ジュニア）

大島 彩椰 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

後藤悠那 （Ｂｕｎ Ｂｕｎ ＳＰ）

富永 結衣華⑤ （ベイヒッターズジュニア）

木城 葵⑤ （鎌ヶ谷ジュニア）

山崎 澪⑤ （やちよスマッシュジュニア）

今 彩乃⑤ （パイレーツ村上ジュニア）

楠美 乃唯⑤ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

早 川 穂 （シャトル桜木）

廣澤美空 （大森ジュニア）

内藤 羽菜 （野田中根ジュニア）

上村 うみ （松戸六実ジュニア）

三代川 由奈 （ベイヒッターズジュニア）

有賀 結衣⑤ （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

山口咲菜 （大森ジュニア）

荒木 茉弥子⑤ （鎌ヶ谷ジュニア）

鈴木 珠良⑤ （市原ジュニア）

繋森 心美 （ＢＥＳＴジュニア）

新庄 優葵 （ｓｍＡｒｔ）

田部井 紅奈⑤ （鎌ヶ谷ジュニア）

豊嶋 希美⑤ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

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）

山村 潤⑤ （市川ジュニア）

山口 穂乃⑤ （我孫子ジュニア）

伊藤 葵彩⑤ （鎌ヶ谷ジュニア）

土屋 こころ （季美の森ジュニア）

戸井田 穂香 （鎌ヶ谷ジュニア）

山下 菜奈子 （ベイヒッターズジュニア）

秋山紗輝 （大森ジュニア）

郎 煕然⑤ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

酒井 藍子 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

会田 りこ （松戸六実ジュニア）

春貴 彩乃 （流山ジュニア）

松村 さくら子 （鎌ヶ谷ジュニア）

山田 明日香 （シャトル桜木）

松藤 梨央⑤ （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

小野間 みすず⑤ （やちよスマッシュジュニア）

山口 和奏⑤ （ＢＥＳＴジュニア）

近藤 沙郁⑤ （ベイヒッターズジュニア）

林 優月⑤ （市川ジュニア）

坂本 瑠菜⑤ （流山ジュニア）

廣澤美月 （大森ジュニア）

鎌形 望心⑤ （シャトル桜木）

細木原 茉奈⑤ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

渋木 美緒⑤ （パイレーツ村上ジュニア）

山﨑 ちはる （鎌ヶ谷ジュニア）

谷田部 愛希⑤ （野田中根ジュニア）

齊郷 友花 （ベイヒッターズジュニア）

松嶋 美紘⑤ （スリーセブンＪｒ）

松橋 沙弥⑤ （シャトル桜木）

峰 莉 緒 （鎌ヶ谷ジュニア）

伊野 逢糸 （ベイヒッターズジュニア）

鈴木 りな （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

関原 咲景 （やちよスマッシュジュニア）

村田 夏菜⑤ （鎌ヶ谷ジュニア）

遠藤 里紗⑤ （大森ジュニア）

伊井 心春 （市原ジュニア）
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後藤 那月 （ベイヒッターズジュニア）

岡田 海音 （野田中根ジュニア）

蒋 欣晏③ （鎌ヶ谷ジュニア）

杉本 千咲③ （流山ジュニア）

安川 陽菜 （市川ジュニア）

藤田紗世 （Ｂｕｎ Ｂｕｎ ＳＰ）

山本 梨愛③ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

彌勒院 美咲 （高洲ホープス）

石井 千尋③ （パイレーツ村上ジュニア）

青木 結愛 （市原ジュニア）

中江 茉也美 （流山ジュニア）

金子 さくら （ＢＥＳＴジュニア）

後藤 愛梨③ （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

工藤愛美③ （川間ジュニア）

瓶子 優月 （流山ジュニア）

畑山 來愛 （鎌ヶ谷ジュニア）

澤内 心愛③ （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

池村 咲良 （松戸六実ジュニア）

西村 心杏③ （ｓｍＡｒｔ）

林 和 夏 （鎌ヶ谷ジュニア）

佐々木 絢芽③ （パイレーツ村上ジュニア）

吉岡 琴音③ （我孫子ジュニア）

三輪 波留乃 （ベイヒッターズジュニア）

川嶋 実莉 （季美の森ジュニア）

生田恵玲乃 （大森ジュニア）

鈴木 美貴 （栗ヶ沢ジュニア）

酒井 塔子 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

新村 美羽 （市川ジュニア）

小村樹愛 （大森ジュニア）

中村 結奈③ （松戸六実ジュニア）

板屋 光咲③ （流山ジュニア）

宇津 華月 （市原ジュニア）

谷貝 琴音③ （ｓｍＡｒｔ）

劉 睿渓③ （高洲ホープス）

遠藤 愛依 （流山ジュニア）

吉岡 七瀬 （我孫子ジュニア）

武藤 仁美③ （鎌ヶ谷ジュニア）

浪川 心花③ （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

伊東 優月 （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）

宇都宮 千晴 （パイレーツ村上ジュニア）

保土田 凜和③ （ベイヒッターズジュニア）

長谷川 咲樹③ （ＢＥＳＴジュニア）

三浦 史愛 （流山ジュニア）

福田 和澄 （ベイヒッターズジュニア）

小杉 奏主③ （鎌ヶ谷ジュニア）

土屋 くるみ （季美の森ジュニア）

田 島 優 （市原ジュニア）

辰田 莉帆③ （やちよスマッシュジュニア）

廣澤美華 （大森ジュニア）

只友 咲帆 （流山ジュニア）

秋 さくら （シャトル桜木）

三野 心春 （高洲ホープス）

小幡 凛③ （松戸六実ジュニア）

坂本 寧音 （市川ジュニア）



第22回ダイハツ全国小学生ＡＢＣバドミントン大会千葉県予選会
令和３年６月２０日－２７日 野田市関宿体育館・柏市沼南体育館

- 14 -

女子Ｃグループ

14
12 13

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

今村灯里 （川間ジュニア）

小 幡 蓮 （松戸六実ジュニア）

三谷 彩花 （我孫子ジュニア）

木城 悠① （鎌ヶ谷ジュニア）

梶山 美海 （野田中根ジュニア）

戸部 陽和子 （流山ジュニア）

山中 千尋 （高洲ホープス）

豊嶋 来美 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

三野 栞那 （高洲ホープス）

山部 美歩 （野田中根ジュニア）

福 島 奏 （松戸六実ジュニア）

久保 ひかり （松戸六実ジュニア）

畑山 愛颯 （鎌ヶ谷ジュニア）

浅野 結羽① （ｓｍＡｒｔ）

野村 佳央 （Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ）



No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
1 宮本 陸翔 みやもと　りくと 松戸六実ジュニア
2 吉岡 橙吾 よしおか　とうご 松戸六実ジュニア
3 福島 楓 ふくしま　かえで 松戸六実ジュニア
4 杉山 建斗⑤ すぎやま　けんと 松戸六実ジュニア
5 池村 陸斗⑤ いけむら　りくと 松戸六実ジュニア
6 谷本豪輝⑤ たにもと　ごうき 佐貫クラブ
7 伊藤 虎ノ介 いとう　とらのすけ ｓｍＡｒｔ
8 重田 八雲 しげた　やくも 市原ジュニア
9 田島 亮太 たじま　りょうた 市原ジュニア
10 生盛 優晴 せいもり　ゆうせい 市原ジュニア
11 秦野 光 はたの　ひかる 野田中根ジュニア
12 大口 勇人 おおぐち　はやと 野田中根ジュニア
13 船橋 亮太 ふなばし　りょうた 野田中根ジュニア
14 眞下 寛悠 ましも　のりひさ 野田中根ジュニア
15 鈴木 幹太⑤ すずき　かんた 野田中根ジュニア
16 野村 海貴⑤ のむら　かいき 高洲ホープス
17 美濃 龍斗 みのりゅうと 市川ジュニア
18 坂本 結翔 さかもとゆいと 市川ジュニア
19 沼端 蓮⑤ ぬまはたれん 市川ジュニア
20 李 章郡⑤ りしょうぐん 市川ジュニア
21 工藤翔太⑤ くどうしょうた 川間ジュニア
22 清酒 颯真⑤ せいしゅ　そうま スリーセブンＪｒ
23 品田仁⑤ しなだじん 大森ジュニア
24 山田真南翔⑤ やまだまなと 大森ジュニア
25 高久昊士 たかくひろと Ｂｕｎ Ｂｕｎ ＳＰ
26 澤内 海風⑤ さわうち　しょあ Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ
27 湯川 瑛大 ゆかわ　えいた 鎌ヶ谷ジュニア
28 木嶋 耕太郎 きしま　こうたろう 鎌ヶ谷ジュニア
29 清水 宥良 しみず　ひろ 鎌ヶ谷ジュニア
30 小杉 耕勇⑤ こすぎ　こうゆう 鎌ヶ谷ジュニア
31 網谷 葵⑤ あみたに　あおい 鎌ヶ谷ジュニア
32 山本 耀彦⑤ やまもと　あきひこ ベイヒッターズジュニア
33 山谷 諒真 やまや　りょうま やちよスマッシュジュニア
34 加藤 優和 かとう　まさや やちよスマッシュジュニア
35 鈴木 貴翔 すずきたかと 栗ヶ沢ジュニア
36 黒沢 燿平 くろさわようへい 栗ヶ沢ジュニア
37 市村 悠悟⑤ いちむらゆうご 栗ヶ沢ジュニア
38 宮口 彪雅 みやぐち　ひゅうが 我孫子ジュニア
39 金子 颯汰 かねこ　そうた ＢＥＳＴジュニア
40 小林 透真⑤ こばやし　とうま ＢＥＳＴジュニア
41 横田 絆 よこた　きずな Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
42 中沢 嵐 なかざわ　あらし Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
43 鈴木 聡一郎⑤ すずき　そういちろう Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
44 浪川 優心⑤ なみかわ　ゆうま Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
45 鈴木 悠輔 すずきゆうすけ 流山ジュニア
46 木幡 大河⑤ こわたたいが 流山ジュニア
47 板屋 智己⑤ いたやともき 流山ジュニア
48 井上 颯藍 いのうえそら 流山ジュニア
49 戸部 結智 とべゆいと 流山ジュニア
50 杉本 康太郎⑤ すぎもとこうたろう 流山ジュニア

No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
1 会田 りこ あいた　りこ 松戸六実ジュニア
2 上村 うみ かみむら　うみ 松戸六実ジュニア
3 番場 優芽 ばんば　ゆめ 松戸六実ジュニア
4 新庄 優葵 しんじょう　ゆき ｓｍＡｒｔ
5 伊井 心春 いい　こはる 市原ジュニア
6 鈴木 珠良⑤ すずき　じゅら 市原ジュニア
7 小島 七海 こじま　ななみ 野田中根ジュニア
8 内藤 羽菜 ないとう　はな 野田中根ジュニア
9 谷田部 愛希⑤ やたべ　あき 野田中根ジュニア
10 林 優月⑤ はやしゆづき 市川ジュニア
11 野口 唯奈 のぐちゆいな 市川ジュニア

第22回ﾀﾞｲﾊﾂ全国小学生ABCバドミントン大会千葉県予選会　参加者名簿(1)

男子A

女子A(1)



12 山村 潤⑤ やまむら　じゅん 市川ジュニア
13 香田菜々美 こうだななみ 川間ジュニア
14 天野香恋⑤ あまのかれん 川間ジュニア
15 寺尾 結依 てらお　ゆい スリーセブンＪｒ
16 松嶋 美紘⑤ まつしま　みひろ スリーセブンＪｒ
17 土屋 こころ つちや　こころ 季美の森ジュニア
18 伊藤 真加 いとう　まなか 季美の森ジュニア
19 前田海惺 まえだみさと 大森ジュニア
20 遠藤鈴月 えんどうりんか 大森ジュニア
21 秋山紗輝 あきやまさき 大森ジュニア
22 廣澤美空 ひろさわみそら 大森ジュニア
23 廣澤美月 ひろさわみつき 大森ジュニア
24 山口咲菜 やまぐちさな 大森ジュニア
25 遠藤 里紗⑤ えんどうりさ 大森ジュニア
26 後藤悠那 ごとうゆうな Ｂｕｎ Ｂｕｎ ＳＰ
27 有賀 結衣⑤ ありが　ゆい Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ
28 松藤 梨央⑤ まつふじ　りお Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ
29 鈴木 りな すずき　りな Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ
30 鈴木 りほ⑤ すずき　りほ Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ
31 今 彩乃⑤ こん　あやの パイレーツ村上ジュニア
32 渋木 美緒⑤ しぶき　みお パイレーツ村上ジュニア
33 山田 明日香 やまだ　あすか シャトル桜木
34 早川 穂 はやかわ　すい シャトル桜木
35 原 彩音 はら　あやね シャトル桜木
36 鎌形 望心⑤ かまがた　のぞみ シャトル桜木
37 松橋 沙弥⑤ まつはし　さや シャトル桜木
38 山﨑 ちはる やまざき　ちはる 鎌ヶ谷ジュニア
39 藤本 來花 ふじもと　らいか 鎌ヶ谷ジュニア
40 木城 葵⑤ きしろ　あおい 鎌ヶ谷ジュニア
41 戸井田 穂香 といだ　ほのか 鎌ヶ谷ジュニア
42 峰 莉緒 みね　りお 鎌ヶ谷ジュニア
43 松村 さくら子 まつむら　さくらこ 鎌ヶ谷ジュニア
44 伊藤 葵彩⑤ いとう　あおい 鎌ヶ谷ジュニア
45 荒木 茉弥子⑤ あらき　まみこ 鎌ヶ谷ジュニア
46 杉岡 優月 すぎおか　ゆづき 鎌ヶ谷ジュニア
47 村田 夏菜⑤ むらた　かな 鎌ヶ谷ジュニア
48 高澤 凜⑤ たかざわ　りん 鎌ヶ谷ジュニア
49 田部井 紅奈⑤ たべい　くれな 鎌ヶ谷ジュニア
50 齊郷 友花 さいごう　ゆはな ベイヒッターズジュニア
51 三代川 由奈 みよかわ　ゆな ベイヒッターズジュニア
52 川﨑 羽 かわさき　つばさ ベイヒッターズジュニア
53 近藤 沙郁⑤ こんどう　さあや ベイヒッターズジュニア
54 伊野 逢糸 いの　あい ベイヒッターズジュニア
55 富永 結衣華⑤ とみなが　ゆいか ベイヒッターズジュニア
56 林 ほの香⑤ はやし　ほのか ベイヒッターズジュニア
57 山下 菜奈子 やました　ななこ ベイヒッターズジュニア
58 関原 咲景 さきはら　さえ やちよスマッシュジュニア
59 小野間 みすず⑤ おのま　みすず やちよスマッシュジュニア
60 山崎 澪⑤ やまざき　みお やちよスマッシュジュニア
61 山口 穂乃⑤ やまぐち　ほの 我孫子ジュニア
62 繋森 心美 しげもり ここみ ＢＥＳＴジュニア
63 山口 和奏⑤ やまぐち　わかな ＢＥＳＴジュニア
64 酒井 藍子 さかい　あいこ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
65 細木原 茉奈⑤ ほそきばら　まな Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
66 郎 煕然⑤ ろう　しいらん Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
67 大島 彩椰 おおしま　さや Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
68 楠美 乃唯⑤ くすみ　のい Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
69 豊嶋 希美⑤ とよしま　のぞみ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
70 大貫 里寿⑤ おおぬき　りず Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
71 春貴 彩乃 はるき　さやの 流山ジュニア
72 小林 明日香 こばやし　あすか 流山ジュニア
73 坂本 瑠菜⑤ さかもと　るな 流山ジュニア

女子A（2）
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No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
1 吉岡 薫平③ よしおか　くんぺい 松戸六実ジュニア
2 生盛 大雅 せいもり　たいが 市原ジュニア
3 吉川 凌生 よしかわ　りく 市原ジュニア
4 伊井 冬馬③ いい　とうま 市原ジュニア
5 吉岡 皐③ よしおか　さつき 野田中根ジュニア
6 伊藤 壮馬 いとう　そうま 高洲ホープス
7 呉 欣岳③ ご　きんがく 高洲ホープス
8 栗本 律斗 くりもと　りつ 市川ジュニア
9 揚石 崚太③ あげいし　りょうた 市川ジュニア
10 加澤 優翔③ かざわ　ゆうと 市川ジュニア
11 竹本 心優斗 たけもと　みゆと スリーセブンＪｒ
12 赤堀 颯汰 あかぼり　そうた スリーセブンＪｒ
13 河合 生央 かあい　きお 季美の森ジュニア
14 江﨑 清遥 えざききよはる 大森ジュニア
15 山本拓真 やまもとたくま Ｂｕｎ Ｂｕｎ ＳＰ
16 荒井 陽輝 あらい　はるき Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ
17 石川 楓丸③ いしかわ　ふうま パイレーツ村上ジュニア
18 楠 凌汰③ くすのき　りょうた パイレーツ村上ジュニア
19 早川 侑良 はやかわ　ゆら 成田ジュニア
20 松村 陽介 まつむら　ようすけ 鎌ヶ谷ジュニア
21 峰 伶次郎 みね　れいじろう 鎌ヶ谷ジュニア
22 富田 涼来 とみた　りく 鎌ヶ谷ジュニア
23 川添 流來 かわぞえ　はるき 鎌ヶ谷ジュニア
24 村田 塁 むらた　るい 鎌ヶ谷ジュニア
25 佐藤 那由太③ さとう　なゆた 鎌ヶ谷ジュニア
26 川﨑 航③ かわさき　わたる ベイヒッターズジュニア
27 本井 悠仁 もとい　ゆうじん やちよスマッシュジュニア
28 本山 颯人 もとやま　はやと やちよスマッシュジュニア
29 金 寅 きむ　いん やちよスマッシュジュニア
30 竹谷 柊志 たけたに　しゅうじ やちよスマッシュジュニア
31 山谷 颯人 やまや　はやと やちよスマッシュジュニア
32 住吉 翔③ すみよし　かける やちよスマッシュジュニア
33 三谷 優輝 みたに　ゆうき 我孫子ジュニア
34 本多 柊斗③ ほんだ　しゅうと ＢＥＳＴジュニア
35 楠野 結翔③ くすの　ゆうと Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
36 孫 雅輝③ そん　まさき Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
37 中村 悠大 なかむらゆうだい 流山ジュニア
38 小川 稀廉 おがわきれん 流山ジュニア
39 加藤 煌大 かとうこうた 流山ジュニア

No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
1 池村 咲良 いけむら　さくら 松戸六実ジュニア
2 中村 結奈③ なかむら　ゆな 松戸六実ジュニア
3 小幡 凛③ おばた　りん 松戸六実ジュニア
4 谷貝 琴音③ やがい　ことね ｓｍＡｒｔ
5 西村 心杏③ にしむら　のあ ｓｍＡｒｔ
6 田島 優 たじま　ゆう 市原ジュニア
7 青木 結愛 あおき　ゆあ 市原ジュニア
8 宇津 華月 うつ　はるな 市原ジュニア
9 岡田 海音 おかだ　みお 野田中根ジュニア
10 彌勒院 美咲 みろくいん　みさき 高洲ホープス
11 三野 心春 みの　こはる 高洲ホープス
12 劉 睿渓③ りゅう　えいしい 高洲ホープス
13 坂本 寧音 さかもとねね 市川ジュニア
14 新村 美羽 しんむらみはね 市川ジュニア
15 安川 陽菜 やすかわ　ひな 市川ジュニア
16 工藤愛美③ くどうまなみ 川間ジュニア
17 川嶋 実莉 かわしま　みのり 季美の森ジュニア
18 土屋 くるみ つちや　くるみ 季美の森ジュニア
19 生田恵玲乃 いくたえれの 大森ジュニア
20 小村樹愛 こむらきあら 大森ジュニア
21 廣澤美華 ひろさわみはな 大森ジュニア
22 藤田紗世 ふじたさよ Ｂｕｎ Ｂｕｎ ＳＰ
23 伊東 優月 いとう　ゆづき Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ
24 後藤 愛梨③ ごとう　あいり Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ
25 澤内 心愛③ さわうち　のあ Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ
26 宇都宮 千晴 うつのみや　ちはる パイレーツ村上ジュニア
27 佐々木 絢芽③ ささき　あやめ パイレーツ村上ジュニア
28 石井 千尋③ いしい　ちひろ パイレーツ村上ジュニア
29 秋 さくら あき　さくら シャトル桜木
30 林 和夏 はやし　わか 鎌ヶ谷ジュニア
31 小杉 奏主③ こすぎ　かなす 鎌ヶ谷ジュニア
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32 武藤 仁美③ むとう　ひとみ 鎌ヶ谷ジュニア
33 畑山 來愛 はたけやま　くれあ 鎌ヶ谷ジュニア
34 蒋 欣晏③ しょう　きんえん 鎌ヶ谷ジュニア
35 後藤 那月 ごとう　なつき ベイヒッターズジュニア
36 保土田 凜和③ ほとだ　りんな ベイヒッターズジュニア
37 福田 和澄 ふくだ　いずみ ベイヒッターズジュニア
38 三輪 波留乃 みわ　はるの ベイヒッターズジュニア
39 辰田 莉帆③ たつだ　りほ やちよスマッシュジュニア
40 鈴木 美貴 すずきみき 栗ヶ沢ジュニア
41 吉岡 七瀬 よしおか　ななせ 我孫子ジュニア
42 吉岡 琴音③ よしおか　ことね 我孫子ジュニア
43 金子 さくら かねこ　さくら ＢＥＳＴジュニア
44 長谷川 咲樹③ はせがわ　さき ＢＥＳＴジュニア
45 酒井 塔子 さかい　とうこ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
46 山本 梨愛③ やまもと　りの Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
47 浪川 心花③ なみかわ　このか Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
48 遠藤 愛依 えんどう　めい 流山ジュニア
49 三浦 史愛 みうら　あやね 流山ジュニア
50 中江 茉也美 なかえ　まやみ 流山ジュニア
51 只友 咲帆 ただとも　さきほ 流山ジュニア
52 瓶子 優月 へいし　ゆづき 流山ジュニア
53 杉本 千咲③ すぎもと　ちさ 流山ジュニア
54 板屋 光咲③ いたや　みさき 流山ジュニア

No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
1 新庄 悠翔 しんじょう　はると ｓｍＡｒｔ
2 岡山 璃月 おかやま　りつき ｓｍＡｒｔ
3 板垣 匡輝 いたがき　まさき 野田中根ジュニア
4 湯浅 遼也 ゆあさ　はるや 高洲ホープス
5 赤堀 陽音 あかぼり　はると スリーセブンＪｒ
6 高田 晴成 たかた　はるなり スリーセブンＪｒ
7 山本 耀信 やまもと　あきのぶ ベイヒッターズジュニア
8 八木 陸 やぎ　りく ベイヒッターズジュニア
9 保土田 繋人① ほとだ けいと ベイヒッターズジュニア
10 辰田 湊斗① たつだ　みなと やちよスマッシュジュニア
11 遠藤 智裕 えんどう　ともひろ 我孫子ジュニア
12 石田 恵伍 いしだ　けいご 我孫子ジュニア
13 後藤 功泰① ごとう　こうた Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
14 大川 諒真① おおかわ　りょうま Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
15 孫 雅悠① そん　まさはる Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
16 今井 智絆 いまい　ともき Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
17 村田 楓 むらたふう 流山ジュニア
18 村田 柊 むらたしゅう 流山ジュニア

No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
1 久保 ひかり くぼ　ひかり 松戸六実ジュニア
2 福島 奏 ふくしま　かなで 松戸六実ジュニア
3 小幡 蓮 おばた　れん 松戸六実ジュニア
4 浅野 結羽① あさの　ゆう ｓｍＡｒｔ
5 山部 美歩 やまべ　みほ 野田中根ジュニア
6 梶山 美海 かじやま　みう 野田中根ジュニア
7 山中 千尋 やまなか　ちひろ 高洲ホープス
8 三野 栞那 みの　かんな 高洲ホープス
9 今村灯里 いまむらあかり 川間ジュニア
10 野村 佳央 のむら　かお Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ
11 木城 悠① きしろ　はるか 鎌ヶ谷ジュニア
12 畑山 愛颯 はたけやま　あいさ 鎌ヶ谷ジュニア
13 三谷 彩花 みたに　あやか 我孫子ジュニア
14 豊嶋 来美 とよしま　くるみ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．
15 戸部 陽和子 とべ　ひなこ 流山ジュニア
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