
県名 No. 選手名 フリガナ 所属

1 藤森 海斗 フジモリ カイト ハルトノ

2 髙桑 凛人 タカクワ リント Ｒｅ／／Ｂｉｒｔｈ ＢＣ

3 坂本 大知 サカモト ダイチ ハルトノ
4 山﨑 健 ヤマザキ タケル 君原ジュニア

1 鈴木 大我 スズキ タイガ 宇都宮JB

2 松下 周叶 マツシタ チカト 宇都宮中央Jr

3 岩下 僚 イワシタ リョウ 足利レジェンズ

4 前原 瑠慈 マエハラ ルイ 宇都宮中央Jr

1 山口 晃央 ヤマグチ アキオ 前橋東バドミントン

2 土屋 航平 ツチヤ コウヘイ 渋川リトルバーズ

3 髙石 青來 タカイシ ソラ 桜木ジュニア

4 武藤 圭佑 ムトウ ケイスケ 高崎ジュニア

1 福井 飛翔 フクイ ツバサ 志木ジュニア

2 坂脇 聡介 サカワキ ソウスケ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ

3 橋本 瑛太 ハシモト エイタ 春日部白翔

4 白石 航 シライシ ワタル パワーヒッターズ

1 玉木 佑弥 タマキ ユウヤ たなしMAXJr.

2 内田 壮一郎 ウチダ ソウイチロウ たなしMAXJr.

3 岩佐 幸太郎 イワサ コウタロウ 八王子キッズバドラー

4 堤 恵悟 ツツミ ケイゴ 小平ジュニア

1 堀川 真暉 ホリカワ マサキ Selfish

2 熊耳 和希 クマガミ カズキ 法政クラブ

3 川手 楓雅 カワテ フウガ 大清水

4 三觜 海翔 ミツハシ カイト 小糸バドミントン

1 岩佐 幸延 イワサ ユキナガ 勝沼ジュニア

2 松木 健渡 マツキ ケント 甲府ジュニア

3 篠﨑 理央 シノザキ リオ 甲府ジュニア

4 下田 侑 シモダ ユウ 中道ジュニア

1 横田 絆 ヨコタ キズナ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．

2 鈴木 悠輔 スズキ ユウスケ 流山ジュニア

3 湯川 瑛大 ユカワ エイタ 鎌ヶ谷ジュニア

4 木嶋 耕太郎 キシマ コウタロウ 鎌ヶ谷ジュニア
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県名 No. 選手名 フリガナ 所属

1 宮下 桧 ミヤシタ カイ ハルトノ

2 髙橋 和希 タカハシ カズキ 大井沢ジュニア

3 樋口 孔胡 ヒグチ クウ アブレイズ
4 塚本 宗佑 ツカモト シュウスケ 小美玉Ｊｒ

1 押久保 太智 オシクボ ダイチ 宇都宮中央Jr

2 藤原 秀緯 フジワラ シュウイ 宇都宮JB

3 中西 漣 ナカニシ レン 五代

4 成田 理琥 ナリタ リク ﾌﾟﾗｲﾄﾞJr

1 大場 悠正 オオバ ユウセイ 前橋東バドミントン

2 村山 颯 ムラヤマ ソウ 神明ジュニア

3 萩原 慎太 ハギワラ シンタ Bring★Up

4 高田 陽真 タカダ ハルマ 群馬レジェンズ

1 有江 桜空 アリエ オウスケ 川越ジュニア

2 高橋 元太 タカハシ ゲンタ 鳩ヶ谷ウイングス

3 吉野 統矢 ヨシノ トウヤ ＳＨＵＴＴＬＥ ＫＩＤＳ

4 山田 幸成 ヤマダ ユキナリ 庄和シャトルズ

1 中川 翔護 ナカガワ ショウゴ 町田ジュニア

2 金岡 壮達 カナオカ ソウタツ イシバジャパン

3 土屋 和志 ツチヤ カズシ 八王子キッズバドラー

4 戸𡈽 陽稀 トド ハルキ サザンウィングス

1 小金井 道斗 コガネイ ルウト FUTAGO．Jr

2 髙橋 真生 タカハシ マオ FUTAGO．Jr

3 高橋 日向我 タカハシ ヒュウガ Estilo

4 大久保 心温 オオクボ シオン 愛川ジュニアBC

1

2

3

4

1 山本 耀彦 ヤマモト アキヒコ ベイヒッターズジュニア

2 工藤 翔太 クドウショウタ 川間ジュニア

3 澤内 海風 サワウチ ショア Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ

4 沼端 蓮 ヌマハタ レン 市川ジュニア

5 谷本 豪輝 タニモト ゴウキ 佐貫クラブ

6 木幡 大河 コワタ タイガ 流山ジュニア
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県名 No. 選手名 フリガナ 所属

1 ⾧谷川 惟斗 ハセガワ ユイト いばらきジュニア

2 稲光 勇翔 イナミツ ユウショウ あけチャレ

3 重實 梨生 シゲザネ リオ ｆｌａｐ
4 池松 眞 イケマツ シン いばらきジュニア

1 指首 拓杜 サシクビ タクト ﾌﾟﾗｲﾄﾞJr

2 磯貝 幹太 イソガイ カンタ 五代

3 成田 琥皇 ナリタ コオ ﾌﾟﾗｲﾄﾞJr

4 増山 陽希 マスヤマ ハルキ 宇都宮JB
1 三森 匠隼 ミツモリ タクト 神明ジュニア

2 権田 祐斗 ゴンダ ユウト 大泉JBC

3 青木 歩夢 アオキ アム 相生ジュニア

4 望月 創太 モチヅキ ソウタ 尾島ジュニア

1 田沢 太一 タザワ タイチ 所沢ジュニア

2 馬詰 瑛翔 マヅメ アキト 志木ジュニア

3 小山 大晴 コヤマ タイセイ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ

4 加藤 颯大 カトウ ハヤタ 所沢ジュニア

1 佐野 健太 サノ ケンタ 青梅ジュニア

2 青戸 琳太郎 アオト リンタロウ 千代田ジュニア

3 宮本 陽瑠 ミヤモト アタル サザンウィングス

4 田代 惺太 タシロ セイタ 小平ジュニア

1 鈴木 大翔 スズキ ヒロト NP神奈川

2 大束 龍歳 オオツカ リュウセイ 青葉ジュニアBC

3 上野 央裕 ウエノ オウスケ Selfish

4 谷本 琉海 タニモト ルイ Selfish

1 武田 琉依 タケダ ルイ 勝沼ジュニア

2 内田 心堂 ウチダ シドウ 勝沼ジュニア

3 弦間 一晃 ゲンマ カズアキ 鰍沢スポーツ少年団

4

1 本井 悠仁 モトイ ユウジン やちよスマッシュ

2 山本 拓真 ヤマモトタクマ ＢｕｎＢｕｎ ＳＰ

3 峰 伶次郎 ミネ レイジロウ 鎌ヶ谷ジュニア

4 佐藤 那由太 サトウ ナユタ 鎌ヶ谷ジュニア

5 荒井 陽輝 アライ ハルキ Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ
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県名 No. 選手名 フリガナ 所属

1 前田 未和 マエダ ミワ 豊ジュニア

2 前野 和実 マエノ ナゴミ 東少年

3 中村 羽奈 ナカムラ ハナ ハルトノ
4 平田 晴 ヒラタ サヤカ 桜川Ｊｒ．

1 柏木 結衣 カシワギ ユイ 宇都宮中央Jr

2 德永 真依子 トクナガ マイコ 宇都宮中央Jr

3 藤田 空音 フジタ ソラネ 足利レジェンズ

4 古谷 紗菜 フルヤ サナ ﾌﾟﾗｲﾄﾞJr
1 石原 茉侑 イシハラ マユウ 強戸ジュニア

2 髙山 桜加 タカヤマ オウカ 伊勢崎ジュニア

3 中島 綾音 ナカジマ アヤネ 尾島ジュニア

4 倉澤 心菜 クラサワ ココナ 藤岡ジュニア

1 関根 菜乃 セキネ ナノ 春日部白翔

2 栗原 夢芽 クリハラ ユメ ふじみ野ジュニア

3 森永 さくら モリナガ サクラ ビッキーズ

4 小山 璃桜 コヤマ リオ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ

1 伴野 碧唯 バンノ アオイ NOCKS

2 佐藤 帆志乃 サトウ ホシノ 宝木塚ジュニア

3 森田 七海 モリタ ナナミ 青梅ジュニア

4 藤井 円花 フジイ マドカ 渋谷ジュニア

1 星野 結衣 ホシノ ユイ NP神奈川

2 田中 美月 タナカ ミツキ 綾瀬ジュニアBC

3 高野 真衣 タカノ マイ 大清水

4 綿貫 奏美 ワタヌキ カナミ 平塚イーグレット

1 越智 絢香 オチ アヤカ 勝沼ジュニア

2 小田切 菜南 オタギリ ナナミ 甲府ジュニア

3

4

1 前田 海惺 マエダ ミサト 大森ジュニア

2 伊井 心春 イイ コハル 市原ジュニア

3 藤本 來花 フジモト ライカ 鎌ヶ谷ジュニア

4 川﨑 羽 カワサキ ツバサ ベイヒッターズジュニア

5 香田 菜々美 コウダ ナナミ 川間ジュニア

6 山﨑 ちはる ヤマザキ チハル 鎌ヶ谷ジュニア
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千葉県
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県名 No. 選手名 フリガナ 所属

1 中泉 琉花 ナカイズミ ルカ 恋南ジュニア

2 木瀬 颯希 キセ サツキ 西豊田バドミントンクラブ

3 田添 結奏 タゾエ ユカナ 石岡ジュニア
4 猪野 結愛 イノ ユイナ ＡＩＲＹＵ

1 大平 美緒 オオヒラ ミオ 宇都宮中央Jr

2 藤田 ねね フジタ ネネ 宇都宮JB

3 田波 埜乃 タナミ ノノ 宇都宮中央Jr

4 島田 和紗 シマダ ナギサ 白沢ＢＣ
1 中野 日麗 ナカノ ヒヨリ ＭＣジュニア

2 関口 心梛 セキグチ ココナ NBCあずまジュニア

3 田村 蘭 タムラ ラン 神明ジュニア

4 石田 陽愛 イシダ ヒナ 宮郷ジュニアバドミントン

1 藤原 ほのか フジハラ ホノカ 所沢ジュニア

2 橋爪 藍莉 ハシヅメ アイリ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ

3 植松 好香 ウエマツ コノカ 川越ジュニア

4 黒川 紗菜 クロカワ サナ 春日部白翔

1 神尾 明希 カミオ アキ 青梅ジュニア

2 石川 るるう イシカワ ルルウ たなしMAXJr.

3 平田 葵 ヒラタ アオイ 渋谷ジュニア

4 田村 茉桜 タムラ マオ 品川ジュニア

1 岡村 優希美 オカムラ ユキミ 綾瀬ジュニアBC

2 竿田 風奏 サオダ フウカ 青葉ジュニアBC

3 松本 芽依 マツモト メイ NP神奈川

4 髙瀬 可菜 タカセ カナ アンビション

1 津金 心奏 ツガネ ココナ 甲府ジュニア

2 秋山 音花 アキヤマ インカ 鰍沢スポーツ少年団

3 三河 陽向 ミカワ ヒナタ 中道ジュニア

4 田中 莉央 タナカ リオ 猿橋ジュニア

1 木城 葵 キシロ アオイ 鎌ヶ谷ジュニア

2 林 優月 ハヤシ ユヅキ 市川ジュニア

3 有賀 結衣 アリガ ユイ Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ

4 天野 香恋 アマノカレン 川間ジュニア
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千葉県
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県名 No. 選手名 フリガナ 所属

1 冨田 千晴 トミタ チハル 桜川Ｊｒ．

2 中村 彩乃 ナカムラ アヤノ 桜川Ｊｒ．

3 中川 ひまり ナカガワ ヒマリ アブレイズ
4 高星 百真 タカホシ モナ ひたちなかジュニア

1 山田 彩愛 ヤマダ アヤネ ｸﾗｯﾂ栃木

2 小宮 春乃 コミヤ ハルノ 宇都宮中央Jr

3 河野 栞歩 コウノ シホ 白沢ＢＣ

4 岩下 愛那 イワシタ マナ 足利レジェンズ
1 柏瀬 天芳 カシワセ ソラハ 神明ジュニア

2 髙山 実桜 タカヤマ ミオウ 伊勢崎ジュニア

3 二渡 夕子 フタワタリ ユウコ 笠懸ジュニア

4 菅家 世名 カンケ セナ 前橋東バドミントン

1 栗原 芽生 クリハラ メイ ふじみ野ジュニア

2 櫻井 萌々香 サクライ モモカ ふじみ野ジュニア

3 宮澤 ひより ミヤザワ ヒヨリ 春日部白翔

4 古賀 海奈 コガ ミナ ふじみ野ジュニア

1 青木 愛  アオキ アイ 渋谷ジュニア

2 上田 涼菜 ウエダ スズナ 千代田ジュニア

3 水尻 茉那 ミズシリ マナ サザンウィングス

4 有村 衣央 アリムラ イオ 町田ジュニア

1 曽根 紬 ソネ ツムギ NP神奈川

2 銘苅 心都 メイカリ コト NP神奈川

3 岡田 芽依 オカダ メイ Azzurri BC

4 丸 菜々美 マル ナナミ 有馬こども会

1 望月 絆愛 モチヅキ キイト 鰍沢スポーツ少年団

2 大野 愛美 オオノ マナミ 猿橋ジュニア

3 青栁 英 アオヤギ ハナ 鰍沢スポーツ少年団

4 北村 華愛 キタムラ ハナエ 中道ジュニア

1 後藤 那月 ゴトウ ナツキ ベイヒッターズジュニア

2 林 和夏 ハヤシ ワカ 鎌ヶ谷ジュニア

3 彌勒院 美咲 ミロクイン ミサキ 高洲ホープス

4 保土田 凛和 ホトダ リンナ ベイヒッターズジュニア

山梨県

千葉県

４年女子シングルス（４GS)

茨城県

栃木県

群馬県
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東京都

神奈川県



県名 No. 選手名 フリガナ 選手名 フリガナ 所属

1 向尾 晃樹 ムコオ コウキ 鈴木 秀和 スズキ ヒデカズ ハルトノ

2 田村 幸大 タムラ コウダイ 小林 直樹 コバヤシ ナオキ 吉田バドミントン

3 原田 丈 ハラダ ジョウ 伊藤 碧大 イトウ アオト 取手ジュニア

4 伊藤 智陽 イトウ チアキ 海老原 拓 エビハラ タク 取手ジュニア

1 檜山 誠太 ヒヤマ セイタ 雫 優心 シズク ユウゴ 宇都宮中央Jr

2 大根田 真弘 オオネタ マヒロ 柳谷 晃太 ヤナギヤ コウタ 宇都宮中央Jr

3 松永 翔 マツナガ カケル 松本 泰希 マツモト タイキ 足利レジェンズ

4 大橋 侑真 オオハシ ユウマ 伊澤 知希 イザワ トモキ 五代

1 坂入 郁登 サカイリ イクト 野村 優温 ノムラ マサハル 群馬レジェンズ

2 津久井 優太 ツクイ ユウタ 上島 隼矢 カミシマ シュンヤ 神明ジュニア

3 木戸 愛大 キド マナト 赤石 健太 アカイシ ケンタ 藪塚ジュニア

4 須田 蓮央 スダ レオ 白川 優 シラカワ ユウ 渋川リトルバーズ

1 大塚 海飛 オオツカ カイト 森田 倫晟 モリタ リンセイ 川越ジュニア

2 野村 佳吾 ノムラ ケイゴ 吉岡 篤希 ヨシオカ アツキ 久喜ＡＢＣ

3 岡本 陽斗 オカモト ハルト 山下 晴希 ヤマシタ ハルキ 川越ジュニア

4 石田 哲也 イシダ テツヤ 渡辺 泰命 ワタナベ タイメイ 三郷ダックス

1 塩谷 朱雀 シオタニ スザク 武森 陽 タケモリ ヒナタ 小平ジュニア

2 佐々木 陽斗 ササキ ハルト 塩谷 司 シオヤ ツカサ たなしMAXJr

3 殿川 大地 トノカワ ダイチ 谷戸 翔音 ヤト カノン 渋谷ジュニア

4 加藤 陽斗 カトウ ハルト 篠原 壮 シノハラ タケシ 町田ジュニア

1 大友 輝真 オオトモ テルマ 升 吏斗哉 マス リトヤ 法政クラブ

2 山崎 遙太郎 ヤマザキ ヨウタロウ 宮澤 陽葵 ミヤザワ ハルキ 法政クラブ

3 高城 羚護 タカギ レイゴ 後閑 湊斗 ゴカン ミナト 綾瀬ジュニアBC

4 渡邊 瑛人 ワタナベ アキト 吉垣 晃平 ヨシガキ コウヘイ R・A・Cバドミントンクラブ

1

2

3

4

1 美濃 龍斗 ミノ リュウト 坂本 結翔 サカモト ユイト 市川ジュニア

2 田島 亮太 タジマ リョウタ 重田 八雲 シゲタ ヤクモ 市原ジュニア

3 秦野 光 ハタノ ヒカル 大口 勇人 オオグチ ハヤト 野田中根ジュニア

4 宮本 陸翔 ミヤモト リクト 吉岡 橙吾 ヨシオカ トウゴ 松戸六実ジュニア

5 加藤 織音 カトウ オリト 西尾 風雅 ニシオ フウガ 柏南部ジュニア

6 山谷 諒真 ヤマヤ リョウマ 加藤 優和 カトウ マサヤ やちよスマッシュ

7 金子 颯汰 カネコ ソウタ 小林 透真 コバヤシ トウマ ＢＥＳＴジュニア
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千葉県
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県名 No. 選手名 フリガナ 選手名 フリガナ 所属

1 猪瀬 嵩人 イノセ タカト 飯田 大翔 イイタ ヒロト 西豊田バドミントンクラブ

2 小池 晃靖 コイケ コウセイ 湯石 蓮 ユセキ レン 桜川Ｊｒ．

3 郡司 颯斗 グンジ ハヤト 猪野 蒼 イノ アオイ 吉田バドミントン
4 市村 雅人 イチムラ マサト 藤田 龍生 フジタ タツキ 桜川Ｊｒ．

1 北川 蓮梧 キタガワ レンゴ 荒木 悠乃介 アラキ ユウノスケ みはら

2 堀井 洋祐 ホリイ ヨウスケ 福地 優成 フクチ ユウセイ 宇都宮中央Jr

3 張 暢洋 チョウ ノブヒロ 森 徠翔 モリ ライト ﾌﾟﾗｲﾄﾞJr

4 中條 卓哉 チュウジョウ タクヤ 上野 奨真 ウエノ ショウマ みはら

1 松澤 和聖 マツザワ トア 新井 泰成 アライ タイセイ 大泉JBC

2 加藤 結太 カトウ ユイタ 遠坂 泰馳 エンザカ タイチ 藪塚ジュニア

3

4

1 松岡 夏輝 マツオカ ナツキ 榎本 和司 エノモト カズシ 蓮田サウス

2 宇都宮 豪 ウツノミヤ ゴウ 会田 壮良 アイダ ソラ 三郷ダックス

3 伊藤 太陽 イトウ タイヨウ 菊地 穂高 キクチ ホダカ 久喜ＡＢＣ

4 中澤 巧惟 ナカザワ タクミ 宮原 弘太朗 ミヤハラ コウタロウ 志木ジュニア

1 石井 春馬 イシイ ハルマ 山口 拓 ヤマグチ タク 渋谷ジュニア

2 田中 星太郎 タナカ ショウタロウ 鈴木 秀吾 スズキ シュウゴ 小平ジュニア

3 上里 航大 カミサト コウタ 小池 大和 コイケ ヤマト 町田ジュニア

4 髙橋 佑輔 タカハシ ユウスケ 斉藤 寛武  サイトウ ヒロム 池上ジュニア

1 殿畑 玲人 トノハタ レイト 岩瀬 剛大 イワセ コウダイ 綾瀬ジュニアBC

2 山上 颯太 ヤマガミ ソウタ 市原 碧人 イチハラ アオト 横浜白山スポ少

3 竹下 樹 タケシタ イツキ 松山 叶夢 マツヤマ カナメ トータスクラブ

4 虻川 侑輝 アブカワ ユウキ 深野 修斗 フカノ シュウト 法政クラブ

1 土橋 創 ドバシ ソウ 深澤 一希 フカサワ カズキ 鰍沢スポーツ少年団

2

3

4

1 渡辺 真弘 ワタナベ マヒロ 川﨑 航 カワサキ ワタル ベイヒッターズジュニア

2 齊木 翔音 サイキ カイト 秋葉 蒼空 アキバ ソラ しゃとる茂原

3 小杉 耕勇 コスギ コウユウ 網谷 葵 アミタニ アオイ 鎌ヶ谷ジュニア

4 品田 仁 シナダ ジン 山田 真南翔 ヤマダ マナト 大森ジュニア

5 池村 陸斗 イケムラ リクト 杉山 建斗 スギヤマ ケント 松戸六実ジュニア
6 清酒 颯真 セイシュ ソウマ 尾座元 飛優 オザモト ヒユウ スリーセブンＪｒ
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県名 No. 選手名 フリガナ 選手名 フリガナ 所属

1 鈴木 道琥 スズキ トウゴ 大串 柊惺 オオクシ シュウセイ 吉田バドミントン

2 塚田 眞都 ツカダ マナト 清永 和希 キヨナガ カズキ ハルトノ

3 百瀬 仁翔 モモセ ヒロト 半澤 空 ハンザワ ソラ 大井沢ジュニア

4 大渕 陽太 オオブチ ヒナタ 池安 穂空 イケヤス ホゾラ ＮＳＢＣ

1 橋本 優我 ハシモト ユウガ 山口 悠斗 ヤマグチ ユウト 大田原Jr

2 田嵜 慶人 タサキ ケイト 小山内 聖空 オサナイ セイア 上河内BC

3 松永 悠真 マツナガ ユウマ 岩下 湊 イワシタ ミナト 足利レジェンズ

4 加藤 駿羽 カトウ シュンウ 野内 博貴 ヤナイ ヒロキ 宇大附属

1 田村 晃都 タムラ アキト 鈴木 優聖 スズキ ユウセイ 大泉JBC

2 安中 洸貴 アンナカ ヒロキ 阪井 星心 サカイ セナ 高崎ジュニア

3 髙石 悠夢 タカイシ ユウム 宮﨑 達也 ミヤザキ タツヤ 桜木ジュニア

4 山田 葵 ヤマダ マモル 江泉 颯人 エイズミ ハヤト ＭＣジュニア

1 内藤 遥希 ナイトウ ハルキ 稲川 達士 イナガワ タツシ 川越ジュニア

2 谷屋 慧華 タニヤ ケイカ 志賀  樹 シガ イツキ 志木ジュニア

3 小沢 颯佑 オザワ ソウスケ 後藤 啓伸 ゴトウ ケイシン 上里ジュニア

4 佐藤 陸人 サトウ リクト 村瀬 理音 ムラセ リオ 久喜ＡＢＣ

1 関口 蓮 セキグチ レン 野口 優 ノグチ ユウ 小平ジュニア

2 松﨑 龍太朗 マツザキ リュウタロウ 三浦 聖 ミウラ コウキ 小平ジュニア

3 野澤 拓斗 ノザワ タクト 髙橋 慎吾 タカハシ シンゴ 池上ジュニア

4 佐藤 将磨 サイトウ ショウマ 田中 朔 タナカ サク 練馬アドバンス

1 定松 良汰 サダマツ リョウタ 岡村 星 オカムラ ショウ 綾瀬ジュニアBC

2 菅谷 昌徳 スガヤ マサノリ グエンズイ ハー グエンズイ ハー NP神奈川

3 今川 颯太 イマガワ ソウタ 三枝 湊人 サエグサ ミナト 荏田西ジュニアBC

4 森﨑 悠仁 モリサキ ハルト 宮田 和翔 ミヤタ カズト Selfish

1 藤井 徠羽 フジイ ライハ 深澤 秀太 フカサワ シュウタ 鰍沢スポーツ少年団

2

3

4

1 竹本 心優斗 タケモト ミユト 赤堀 颯汰 アカボリ ソウタ スリーセブンＪｒ

2 松村 陽介 マツムラ ヨウスケ 富田 涼来 トミタ リク 鎌ヶ谷ジュニア

3 中村 悠大 ナカムラ ユウダイ 小川 稀廉 オガワ キレン 流山ジュニア

4 生盛 大雅 セイモリ タイガ 伊井 冬馬 イイ トウマ 市原ジュニア

5 竹谷 柊志 タケタニ シュウジ 金 寅 キム イン やちよスマッシュ

6 山本 耀信 ヤマモト アキノブ 八木 陸 ヤギ リク ベイヒッターズジュニア

7 栗本 律斗 クリモト リツ 加澤 優翔 カザワ ユウト 市川ジュニア
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県名 No. 選手名 フリガナ 選手名 フリガナ 所属

1 青山 ひかり アオヤマ ヒカリ 髙玉 幸佳 タカタマ ユキカ ハルトノ

2 小池 帆乃霞 コイケ ホノカ 小池 璃利華 コイケ リリカ 桜川Ｊｒ．

3 谷山 咲月 タニヤマ サツキ 渡邉 梨希 ワタナベ リノ 龍ケ崎ジュニア

4 海老澤 うらら エビサワ ウララ 佐藤 樹菜 サトウ ジュナ 東海小学

1 阿部 美鈴 アベ ミスズ 小川 夕里花 オガワ ユリカ ﾌﾟﾗｲﾄﾞJr

2 直井 愛 ナオイ アイ 直井 優 ナオイ ユウ 宇都宮中央Jr

3 伊東 美杏 イトウ ミアン 小森 冴 コモリ サエ プラナスＪｒ

4 唐川 結里 カラカワ ユリ 金子 実由 カネコ ミユ 宇大附属

1 須藤 柚希 ストウ ユズキ 池内 花里菜 イケウチ カリナ ＭＣジュニア

2 権田 美奈 ゴンダ ミナ 恩田 紘菜 オンダ ヒロナ 大泉JBC

3 松本 詩穂里 マツモト シホリ 島田 亜沙 シマダ アサ 藪塚ジュニア

4 松崎 星彩 マツザキ キラリ 松崎 笑彩 マツザキ エミリ Bring★Up

1 小原 南実 コハラ ミナミ 平木 結千佳 ヒラキ ユチカ 鳩ヶ谷ウイングス

2 青木 心音 アオキ ココネ 橋本 和奏 ハシモト ワカナ 三郷ダックス

3 池谷 美紅 イケヤ ミク 田沢 夕奈 タザワ ユナ 所沢ジュニア

4 高橋 佐和夏 タカハシ  サワナ 慶野 琳子 ケイノ  リンコ チャレンジャー

1 薗田 優奈 ソノダ ユウナ 渡邉 杏梨 ワタナベ アンリ 青梅ジュニア

2 吉野 羽都希 ヨシノ ハヅキ 梅澤 唯花 ウメザワ ユイカ 練馬アドバンス

3 高橋 結衣 タカハシ ユイ 光永 理央菜 ミツナガ リオナ 町田ジュニア

4 佐藤 つきみ サトウ ツキミ 酒井 美緒 サカイ ミオ 渋谷ジュニア

1 斉藤 咲喜 サイトウ サキ 金子 結依 カネコ ユイ 青葉ジュニアBC

2 白石 青 シライシ アオ 山田 菜月 ヤマダ ナツキ 片平ヴレイブ

3 髙井 優里 タカイ ユウリ 山下 ひなた ヤマシタ ヒナタ 平塚イーグレット

4 五十嵐 花 イガラシ ハナ ⾧澤 果夏 ナガサワ カナ F・スマイルBC

1 田上 夕莉 タガミ ユウリ 藤井 杏吏 フジイ アンリ 鰍沢スポーツ少年団

2

3

4

1 齊郷 友花 サイゴウ ユハナ 三代川 由奈 ミヨカワ ユナ ベイヒッターズジュニア

2 遠藤 鈴月 エンドウ リンカ 秋山 紗輝 アキヤマ サキ 大森ジュニア

3 小島 七海 コジマ ナナミ 内藤 羽菜 ナイトウ ハナ 野田中根ジュニア

4 戸井田 穂香 トイダ ホノカ 松村 さくら子 マツムラ サクラコ 鎌ヶ谷ジュニア

5 廣澤 美月 ヒロサワ ミツキ 廣澤 美空 ヒロサワ ミソラ 大森ジュニア

6 伊野 逢糸 イノ アイ 山下 菜奈子 ヤマシタ ナナコ ベイヒッターズジュニア

7 繁森 心美 シゲモリ ココミ 山口 和奏 ヤマグチ ワカナ ＢＥＳＴジュニア
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県名 No. 選手名 フリガナ 選手名 フリガナ 所属

1 加藤 愛梨 カトウ アイリ 今井 伶 イマイ レイ ハルトノ

2 土田 瑚奈 ツチダ コナ 伊藤 美香怜 イトウ ミカレイ 藤代ジュニア

3 髙松 ゆい タカマツ ユイ 堤 凜月 ツツミ リヅキ 桜川Ｊｒ．
4 岡田 実穏 オカダ ミオ 岡田 紗季 オカダ サキ ヤマトタケル

1 今井 湊茄 イマイ ソナ 志賀 菜々子 シガ ナナコ 宇都宮中央Jr

2 川又 彩乃 カワマタ アヤノ 入江 唯衣 イリエ ユイ 宇大附属

3 大関 亜央 オオゼキ アオ 齋藤 瑚桜 サイトウ コハル プラナスＪｒ

4 大坪 莉子 オオツボ リコ 床井 藍歌 トコイ ランカ プラナスＪｒ

1 伊藤 ひより イトウ ヒヨリ 土屋 愛莉 ツチヤ メリ 伊勢崎ジュニア

2 森 仁知花 モリ ニチカ 町田 琉莉 マチダ ルリ 強戸ジュニア

3 阪井 心羽 サカイ コノハ 福田 京花 フクダ キョウカ 高崎ジュニア

4 松島 美紅 マツシマ ミク 新藤 里桜 シンドウ リオ 群馬レジェンズ

1 田沢 しいな タザワ シイナ 小澤 妃南 コザワ ヒナ 所沢ジュニア

2 苅安 雛衣 カリヤス ヒナエ 山寺 湖心奈 ヤマデラ ココナ 春日部白翔

3 山田 芽依 ヤマダ メイ 篠原 美乃里 シノハラ ミノリ 蓮田サウス

4 鈴木 希実 スズキ キミ 飯塚  茜 イイヅカ  アカネ ビッキーズ

1 齋藤 翼 サイトウ ツバサ 三木 彩加 ミキ アヤカ ハナマウイジュニア

2 南谷 芹 ミナタニ セリ 福山 咲季 フクヤマ サキ サザンウィングス

3 南立 紗希 ナンダテ サキ 齋藤 鏡花 サイトウ キョウカ 渋谷ジュニア

4 猪瀬 智恵 イノセ チエ 大嶽 実央 オオタケ ミオ 小平ジュニア

1 柳下 璃央 ヤナギシタ リオ ⾧原 里紗 ナガハラ リサ 横浜白山スポ少

2 福田 咲貴 フクダ サキ 森﨑 葉名 モリサキ ハナ Selfish

3 道越 梨生 ミチコシ リオ 小西 夏歌 コニシ ナツカ 平塚イーグレット

4 高野 陽凪 タカノ ヒナギ 相場 美羽 アイバ ミウ 三条クラークJr．

1 幡野 由來 ハタノ ユラ 望月 美海 モチヅキ ミウ 鰍沢スポーツ少年団

2

3

4

1 細木原 茉奈 ホソキバラ マナ 郎 煕然 ロウ シイラン Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．

2 楠美 乃唯 クスミ ノイ 豊島 希美 トヨシマ ノゾミ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．

3 松藤 梨央 マツフジ リオ 鈴木 りほ スズキ リホ Ｈｏｎｅｙ Ｓｏｐｈｉａ

4 林 ほの香 ハヤシ ホノカ 平野 羽海瑠 ヒラノ ハミル ベイヒッターズジュニア

5 山本 幸穂 ヤマモト サチホ 岩井 ひなた イワイ ヒナタ 白井ナッシージュニア

6 村田 夏菜 ムラタ カナ 伊藤 葵彩 イトウ アオイ 鎌ヶ谷ジュニア

山梨県

千葉県

５年女子ダブルス選手名簿(５GD)

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

東京都

神奈川県



県名 No. 選手名 フリガナ 選手名 フリガナ 所属

1 烏川 愛加 ウガワ アイカ 武石 玲那 タケイシ レナ 東少年

2 市村 心優 イチムラ ミヒロ 野原 菜々美 ノハラ ナナミ 東少年

3 益子 璃桜 マシコ リオ 益子 弥桜 マシコ ミオ Ｒｅ／／Ｂｉｒｔｈ ＢＣ

4 宗形 姫愛乃 ムナカタ ヒナノ 植木 瑛菜 ウエキ エナ 取手ジュニア

1 菅原 瑠奈 スガワラ ルナ 今井 晴茄 イマイ ハナ 宇都宮中央Jr

2 皆川 杏 ミナカワ アン 田中 咲良 タナカ サクラ 宇都宮中央Jr

3 遠藤 琉那 エンドウ ルナ 高木 優花 タカギ ユウカ 大田原Jr

4 渡邊 夏梨 ワタナベ カリン 塚田 みなみ ツカダ ミナミ 宇都宮中央Jr

1 高田 あおい タカダ アオイ 井上 葉音莉 イノウエ ハオリ 群馬レジェンズ

2 中村 仁香 ナカムラ ノリカ 玉井 結衣 タマイ ユイ 藪塚ジュニア

3 松下  花夏 マツシタ ハナ 杉浦 那奈美 スギウラ ナナミ 高崎ジュニア

4 石井 莉愛 イシイ リア 成田 心 ナリタ ココロ 昭和ジュニア

1 吉岡 柚希 ヨシオカ ユズキ 松本 陽菜乃 マツモト ヒナノ 久喜ＡＢＣ

2 澤登 茉生 サワノボリ マイ 竹澤 亜美 タケザワ アミ 蓮田サウス

3 橋本  纏 ハシモト マトイ 小玉 悠愛 コダマ ユア 春日部白翔

4 福田 麗音 フクダ リオ 星  静来 ホシ セイラ 久喜ＡＢＣ

1 入澤 美星 イリサワ ミホ 臧 明佳 ソウ メイカ 小平ジュニア

2 大槻 結稀 オオツキ ユウキ 篠原 愛果 シノハラ マナカ 町田ジュニア

3 佐藤 由羽 サトウ ユイハ 臧 佳純 ソウ カスミ 小平ジュニア

4 浜岡 沙央梨 ハマオカ スズキ 反町 咲紀 ソリマチ サキ 八王子ジュニア

1 北村 星那実 キタムラ セナミ 福澤 いち乃 フクザワ イチノ 綾瀬ジュニアBC

2 横田 咲希 ヨコタ サキ 中野 こなつ ナカノ コナツ 法政クラブ

3 ⾧原 灯 ナガハラ アカリ 﨑坂 萌乃 サキサカ ホノ 横浜白山スポ少

4 山崎 紗智 ヤマザキ サチ 熊耳 美咲 クマガミ ミサキ 法政クラブ

1 ⾧塚 美天 ナガツカ ミソラ 青柳 凜 アオヤギ リン 中道ジュニア

2 青柳 伶奈 アオヤギ レナ 反田 美緒 ソリタ ミオ 甲府ジュニア

3 坂本 絢音 サカモト アヤネ 山本 英奈 ヤマモト エナ 甲府ジュニア

4

1 坂本 寧音 サカモト ネネ 新村 美羽 シンムラ ミハネ 市川ジュニア

2 遠藤 愛依 エンドウ メイ 三浦 史愛 ミウラ アヤネ 流山ジュニア

3 田島 優 タジマ ユウ 青木 結愛 アオキ ユア 市原ジュニア

4 酒井 塔子 サカイ トウコ 山本 梨愛 ヤマモト リノ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．

5 金子 さくら カネコ サクラ ⾧谷川 咲樹 ハセガワ サキ ＢＥＳＴジュニア

山梨県

千葉県

４年女子ダブルス選手名簿(４GD)

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

東京都

神奈川県


