
(1)小学生女子シングルス（A)

No. 種目 種別 氏名 ヨミガナ チーム名 学年

1 女子 A 山田　明日香 ﾔﾏﾀﾞ ｱｽｶ シャトル桜木 6年

2 女子 A 早川　穂 ﾊﾔｶﾜ ｽｲ シャトル桜木 6年

3 女子 A 原　彩音 ﾊﾗ ｱﾔﾈ シャトル桜木 6年

4 女子 A 鎌形　望心 ｶﾏｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ シャトル桜木 5年

5 女子 A 松橋　沙弥 ﾏﾂﾊｼ ｻﾔ シャトル桜木 5年

6 女子 A 前田　海惺 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻﾄ 大森ジュニア 6年

7 女子 A 遠藤　鈴月 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾝｶ 大森ジュニア 6年

8 女子 A 秋山　紗輝 ｱｷﾔﾏ ｻｷ 大森ジュニア 6年

9 女子 A 山口　咲菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾅ 大森ジュニア 6年

10 女子 A 廣澤　美月 ﾋﾛｻﾜ ﾐﾂｷ 大森ジュニア 6年

11 女子 A 廣澤　美空 ﾋﾛｻﾜ ﾐｿﾗ 大森ジュニア 6年

12 女子 A 遠藤　里紗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 大森ジュニア 5年

13 女子 A 川﨑　羽 ｶﾜｻｷ ﾂﾊﾞｻ ベイヒッターズジュニア 6年

14 女子 A 近藤　沙郁 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｱﾔ ベイヒッターズジュニア 5年

15 女子 A 富永　結衣華 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｲｶ ベイヒッターズジュニア 5年

16 女子 A 林　ほの香 ﾊﾔｼ ﾎﾉｶ ベイヒッターズジュニア 5年

17 女子 A 平野　羽海瑠 ﾋﾗﾉ ﾊﾐﾙ ベイヒッターズジュニア 5年

18 女子 A 山﨑　ちはる ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾊﾙ 鎌ヶ谷ジュニア 6年

19 女子 A 峰　莉緒 ﾐﾈ ﾘｵ 鎌ヶ谷ジュニア 6年

20 女子 A 松村　さくら子 ﾏﾂﾑﾗ ｻｸﾗｺ 鎌ヶ谷ジュニア 6年

21 女子 A 杉岡　優月 ｽｷﾞｵｶ ﾕﾂﾞｷ 鎌ヶ谷ジュニア 6年

22 女子 A 木城　葵 ｷｼﾛ ｱｵｲ 鎌ヶ谷ジュニア 5年

23 女子 A 荒木　茉弥子 ｱﾗｷ ﾏﾐｺ 鎌ヶ谷ジュニア 5年

24 女子 A 高澤　凛 ﾀｶｻﾞﾜ ﾘﾝ 鎌ヶ谷ジュニア 5年

25 女子 A 村田　夏菜 ﾑﾗﾀ ｶﾅ 鎌ヶ谷ジュニア 5年

26 女子 A 伊藤　葵彩 ｲﾄｳ ｱｵｲ 鎌ヶ谷ジュニア 5年

27 女子 A 田部井　紅奈 ﾀﾍﾞｲ ｸﾚﾅ 鎌ヶ谷ジュニア 5年

28 女子 A 野口　唯奈 ﾉｸﾞﾁ ﾕｲﾅ 市川ジュニア 6年

29 女子 A 林　優月 ﾊﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 市川ジュニア 5年

30 女子 A 山村　潤 ﾔﾏﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 市川ジュニア 5年

31 女子 A 土屋こころ ﾂﾁﾔ ｺｺﾛ 季美の森ジュニア 6年

32 女子 A 伊藤　真加 ｲﾄｳ ﾏﾅｶ 季美の森ジュニア 6年

33 女子 A 石塚　捺波 ｲｼﾂﾞｶﾅﾅﾐ 季美の森ジュニア 5年

34 女子 A 櫻井　結菜 ｻｸﾗｲ ﾕﾅ 季美の森ジュニア 6年

35 女子 A 松本歩瞳 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ 季美の森ジュニア 5年

36 女子 A 会田　りこ ｱｲﾀ ﾘｺ 松戸市バドミントン 6年

37 女子 A 上村　うみ ｶﾐﾑﾗ ｳﾐ 松戸市バドミントン 6年

38 女子 A 番場　優芽 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾕﾒ 松戸市バドミントン 6年

39 女子 A 佐藤　涼花 ｻﾄｳ ｽｽﾞｶ ジュニアハート 6年

40 女子 A 加藤　朋香 ｶﾄｳ ﾄﾓｶ ジュニアハート 6年

41 女子 A 遠藤　楓 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ ジュニアハート 6年

42 女子 A 関原　咲景 ｾｷﾊﾗ ｻｴ 八千代スマッシュ 6年

43 女子 A 小野間　みすず ｵﾉﾏ ﾐｽｽﾞ 八千代スマッシュ 5年

44 女子 A 山崎　澪 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｵ 八千代スマッシュ 5年
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(2)小学生女子シングルス（B)

No. 種目 種別 氏名 ヨミガナ チーム名 学年

1 女子 B 彌勒院　美咲 ﾐﾛｸｲﾝ ﾐｻｷ 高洲ホープス 4年

2 女子 B 三野　心春 ﾐﾉ ｺﾊﾙ 高洲ホープス 4年

3 女子 B 劉　睿渓 ﾘｭｳ ｴｲｼｲ 高洲ホープス 3年

4 女子 B 趙  鈺凡 ﾁｮｳ ｷﾞｮｸﾊﾝ 高洲ホープス 3年

5 女子 B 秋　さくら ｱｷ ｻｸﾗ シャトル桜木 4年

6 女子 B 生田　恵玲乃 ｲｸﾀ ｴﾚﾉ 大森ジュニア 4年

7 女子 B 佐藤　奏穂 ｻﾄｳ ｶﾅﾎ 大森ジュニア 4年

8 女子 B 廣澤　美華 ﾋﾛｻﾜ ﾐﾊﾅ 大森ジュニア 4年

9 女子 B 後藤　那月 ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｷ ベイヒッターズジュニア 4年

10 女子 B 保土田　凛和 ﾎﾄﾀﾞ ﾘﾝﾅ ベイヒッターズジュニア 3年

11 女子 B 福田　和澄 ﾌｸﾀﾞ ｲｽﾞﾐ ベイヒッターズジュニア 4年

12 女子 B 三輪　波留乃 ﾐﾜ ﾊﾙﾉ ベイヒッターズジュニア 4年

13 女子 B 鈴木　泉羽 ｽｽﾞｷ ﾐｳ ベイヒッターズジュニア 4年

14 女子 B 鈴木　心 ｽｽﾞｷ ｺｺﾛ ベイヒッターズジュニア 4年

15 女子 B 鈴木　菜瑠 ｽｽﾞｷ ﾅﾙ ベイヒッターズジュニア 3年

16 女子 B 吉住　莉緒 ﾖｼｽﾞﾐ ﾘｵ ベイヒッターズジュニア 3年

17 女子 B 林　和夏 ﾊﾔｼ ﾜｶ 鎌ヶ谷ジュニア 4年

18 女子 B 畑山　來愛 ﾊﾀｹﾔﾏ ｸﾚｱ 鎌ヶ谷ジュニア 4年

19 女子 B 小杉　奏主 ｺｽｷﾞ ｶﾅｽ 鎌ヶ谷ジュニア 3年

20 女子 B 蒋　欣晏 ｼｮｳ ｷﾝｴﾝ 鎌ヶ谷ジュニア 3年

21 女子 B 武藤　仁美 ﾑﾄｳ ﾋﾄﾐ 鎌ヶ谷ジュニア 3年

22 女子 B 坂本　寧音 ｻｶﾓﾄ ﾈﾈ 市川ジュニア 4年

23 女子 B 新村　美羽 ｼﾝﾑﾗ ﾐﾊﾈ 市川ジュニア 4年

24 女子 B 安川　陽菜 ﾔｽｶﾜ ﾋﾅ 市川ジュニア 4年

25 女子 B 川嶋　実莉 ｶﾜｼﾏ ﾐﾉﾘ 季美の森ジュニア 4年

26 女子 B 土屋　くるみ ﾂﾁﾔ ｸﾙﾐ 季美の森ジュニア 4年

27 女子 B 金井　実香 ｶﾅｲ ﾐｶ 季美の森ジュニア 3年

28 女子 B 池村　咲良 ｲｹﾑﾗ ｻｸﾗ 松戸市バドミントン 4年

29 女子 B 宮崎　裕愛 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｱ 松戸市バドミントン 4年

30 女子 B 中村　結奈 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ 松戸市バドミントン 3年

31 女子 B 小幡　凛 ｵﾊﾞﾀ ﾘﾝ 松戸市バドミントン 3年

32 女子 B 辰田　莉帆 ﾀﾂﾀﾞ ﾘﾎ 八千代スマッシュ 3年

33 女子 B 鈴木　美貴 ｽｽﾞｷ ﾐｷ 栗ヶ沢ジュニア 4年

34 女子 B 有馬　彩乃 ｱﾘﾏ ｱﾔﾉ 栗ヶ沢ジュニア 4年

(3)小学生女子シングルス（C)

No. 種目 種別 氏名 ヨミガナ チーム名 学年

1 女子 C 山中　千尋 ﾔﾏﾅｶ ﾁﾋﾛ 高洲ホープス 2年

2 女子 C 三野　栞那 ﾐﾉ ｶﾝﾅ 高洲ホープス 2年

3 女子 C 畑山　愛颯 ﾊﾀｹﾏ ｱｲｻ 鎌ヶ谷ジュニア 2年

4 女子 C 木城　悠 ｷｼﾛ ﾊﾙｶ 鎌ヶ谷ジュニア 1年

5 女子 C 福島　奏 ﾌｸｼﾏ ｶﾅﾃﾞ 松戸市バドミントン 2年

6 女子 C 小幡　蓮 ｵﾊﾞﾀ ﾚﾝ 松戸市バドミントン 2年
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(4)小学生男子シングルス（A)

№ 種目 種別 氏名 ヨミガナ チーム名 学年

1 男子 A 野村　海貴 ﾉﾑﾗ ｶｲｷ 高洲ホープス 5年

2 男子 A 森口　来翔 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾗｲﾄ 大森ジュニア 5年

3 男子 A 山本　耀彦 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋｺ ベイヒッターズジュニア 5年

4 男子 A 渡辺　真弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾋﾛ ベイヒッターズジュニア 5年

5 男子 A 湯川　瑛大 ﾕｶﾜ ｴｲﾀ 鎌ヶ谷ジュニア 6年

6 男子 A 小杉　耕勇 ｺｽｷﾞ ｺｳﾕｳ 鎌ヶ谷ジュニア 5年

7 男子 A 網谷　葵 ｱﾐﾀﾆ ｱｵｲ 鎌ヶ谷ジュニア 5年

8 男子 A 沼端　蓮 ﾇﾏﾊﾀ ﾚﾝ 市川ジュニア 5年

9 男子 A 李　章郡 ﾘ ｼｮｳｸﾞﾝ 市川ジュニア 5年

10 男子 A 吉岡　橙吾 ﾖｼｵｶ ﾄｳｺﾞ 松戸市バドミントン 6年

11 男子 A 福島　楓 ﾌｸｼﾏ ｶｴﾃﾞ 松戸市バドミントン 6年

12 男子 A 池村　陸斗 ｲｹﾑﾗ ﾘｸﾄ 松戸市バドミントン 5年

13 男子 A 杉山　建斗 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝﾄ 松戸市バドミントン 5年

14 男子 A 鈴木　貴翔 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 栗ヶ沢ジュニア 6年

15 男子 A 有馬　佑 ｱﾘﾏ ﾕｳ 栗ヶ沢ジュニア 6年

16 男子 A 黒沢　耀平 ｸﾛｻﾜ ﾖｳﾍｲ 栗ヶ沢ジュニア 6年

17 男子 A 市村　悠悟 ｲﾁﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 栗ヶ沢ジュニア 5年

18 男子 A 田幡　久詞 ﾀﾊﾞﾀ ﾋｻｼ 栗ヶ沢ジュニア 5年

19 男子 A 加藤　優和 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 八千代スマッシュ 6年

(5)小学生男子シングルス（B)

№ 種目 種別 氏名 ヨミガナ チーム名 学年

1 男子 B 伊藤　壮馬 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 高洲ホープス 4年

2 男子 B 呉　欣岳 ｺﾞｷﾝｶﾞｸ 高洲ホープス 3年

3 男子 B 江﨑　清遥 ｴｻﾞｷｷﾖﾊﾙ 大森ジュニア 4年

4 男子 B 川﨑　航 ｶﾜｻｷ ﾜﾀﾙ ベイヒッターズジュニア 3年

5 男子 B 赤堀　颯汰 ｱｶﾎﾞﾘ ｿｳﾀ スリーセブンジュニア 4年

6 男子 B 中山　陽斗 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾄ 鎌ヶ谷ジュニア 4年

7 男子 B 峰　伶次郎 ﾐﾈ ﾚｲｼﾞﾛｳ 鎌ヶ谷ジュニア 4年

8 男子 B 松村　陽介 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｳｽｹ 鎌ヶ谷ジュニア 4年

9 男子 B 富田　涼来 ﾄﾐﾀ ﾘｸ 鎌ヶ谷ジュニア 4年

10 男子 B 村田　塁 ﾑﾗﾀ ﾙｲ 鎌ヶ谷ジュニア 4年

11 男子 B 川添　流來 ｶﾜｿﾞｴ ﾊﾙｷ 鎌ヶ谷ジュニア 4年

12 男子 B 佐藤　　那由太 ｻﾄｳ ﾅﾕﾀ 鎌ヶ谷ジュニア 3年

13 男子 B 栗本　律斗 ｸﾘﾓﾄ ﾘﾂ 市川ジュニア 4年

14 男子 B 揚石　崚太 ｱｹﾞｲｼ ﾘｮｳﾀ 市川ジュニア 3年

15 男子 B 加澤　優翔 ｶｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 市川ジュニア 3年

16 男子 B 河合　生央 ｶｱｲ ｷｵ 季美の森 4年

17 男子 B 吉岡　薫平 ﾖｼｵｶ ｸﾝﾍﾟｲ 松戸市バドミントン 3年

18 男子 B 大久保 春磨 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙﾏ 栗ヶ沢ジュニア 3年

19 男子 B 本井　悠仁 ﾓﾄｲ ﾕｳｼﾞﾝ 八千代スマッシュ 4年

20 男子 B 本山　颯人 ﾓﾄﾔﾏ ﾊﾔﾄ 八千代スマッシュ 4年

21 男子 B 金　寅 ｷﾑ ｲﾝ 八千代スマッシュ 4年

22 男子 B 竹谷　柊志 ﾀｹﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ 八千代スマッシュ 4年

23 男子 B 住吉　翔 ｽﾐﾖｼ ｶｹﾙ 八千代スマッシュ 3年

第25回千葉県スポーツ少年団バドミントン交流大会名簿(3)

17



(6)小学生男子シングルス（C)

№ 種目 種別 氏名 ヨミガナ チーム名 学年

1 男子 C 湯浅　遼也 ﾕｱｻ ﾊﾙﾔ 高洲ホープス 2年

2 男子 C 山本　耀信 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾉﾌﾞ ベイヒッターズジュニア 2年

3 男子 C 八木　陸 ﾔｷﾞﾘｸ ベイヒッターズジュニア 2年

4 男子 C 保土田　繫人 ﾎﾄﾀﾞｹｲﾄ ベイヒッターズジュニア 1年

5 男子 C 赤堀　陽音 ｱｶﾎﾞﾘﾊﾙﾄ スリーセブンジュニア 2年

6 男子 C 高田　晴成 ﾀﾅｶﾊﾙﾅﾘ スリーセブンジュニア 2年

7 男子 C 辰田　湊斗 ﾀﾂﾀﾞﾐﾅﾄ 八千代スマッシュ 1年

(7)小学生女子ダブルス

№ 種目 種別 氏名 ヨミガナ チーム名 学年

小学 齊郷　友花 ｻｲｺﾞｳ ﾕﾊﾅ ベイヒッターズジュニア 6年

女子 三代川　由奈 ﾐﾖｶﾜ ﾕﾅ ベイヒッターズジュニア 6年

小学 伊野　逢糸 ｲﾉ ｱｲ ベイヒッターズジュニア 6年

女子 山下　菜奈子 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅｺ ベイヒッターズジュニア 6年

小学 寺尾　結依 ﾃﾗｵ ﾕｲ スリーセブンジュニア 6年

女子 松嶋　美紘 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾋﾛ スリーセブンジュニア 5年

小学 野口　まやの ﾉｸﾞﾁ ﾏﾔﾉ スリーセブンジュニア 6年

女子 富田　陽和梨 ﾄﾐﾀ ﾋﾖﾘ スリーセブンジュニア 6年

小学 井出口　彩乃 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾔﾉ スリーセブンジュニア 6年

女子 小磯　夏音 ｺｲｿ ﾅﾂﾈ スリーセブンジュニア 6年

小学 藤本　來花 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾗｲｶ 鎌ヶ谷ジュニア 6年

女子 戸井田　穂香 ﾄｲﾀﾞ ﾎﾉｶ 鎌ヶ谷ジュニア 6年

(8)小学生男子ダブルス

№ 種目 種別 氏名 ヨミガナ チーム名 学年

小学 品田　仁 ｼﾅﾀﾞ ｼﾞﾝ 大森ジュニア 5年

男子 山田　真南翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾄ 大森ジュニア 5年

小学 木嶋　耕太郎 ｷｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 鎌ヶ谷ジュニア 6年

男子 清水　宥良 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛ 鎌ヶ谷ジュニア 6年

小学 美濃　龍斗 ﾐﾉ ﾘｭｳﾄ 市川ジュニア 6年

男子 坂本　結翔 ｻｶﾓﾄ ﾕｲﾄ 市川ジュニア 6年
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(9)中学生女子ダブルス

№ 種目 種別 氏名 ヨミガナ チーム名 学年

中学 新井　里奈 ｱﾗｲ ﾘﾅ 高洲ホープス 中1

女子 佐藤　里菜 ｻﾄｳ ﾘﾅ 高洲ホープス 中1

中学 松浦　千紗 ﾏﾂｳﾗ ﾁｻ 大森ジュニア 中3

女子 白川　菜結 ｼﾗｶﾜ ﾅﾕ 大森ジュニア 中2

中学 田中　美 ﾀﾅｶ ﾒｲ 大森ジュニア 中3

女子 水野　ひかり ﾐｽﾞﾉ ﾋｶﾘ 大森ジュニア 中3

中学 松浦　由佳 ﾏﾂｳﾗ ﾕｶ 大森ジュニア 中1

女子 宇佐美　香子 ｳｻﾐ ｷｮｳｺ 大森ジュニア 中1

中学 渡辺　美遥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾊﾙ ベイヒッターズジュニア 中2

女子 富永　彩巴 ﾄﾐﾅｶﾞ ｲﾛﾊ ベイヒッターズジュニア 中1

中学 石川　七帆 ｲｼｶﾜ ﾅﾅﾎ ベイヒッターズジュニア 中1

女子 三石　優月 ﾐﾂｲｼ ﾕﾂﾞｷ ベイヒッターズジュニア 中1

中学 野田　華愛 ﾉﾀﾞﾊﾅｱ スリーセブンジュニア 中1

女子 竹本　月渚 ﾀｹﾓﾄ ﾙﾅ スリーセブンジュニア 中1

中学 渡辺　知奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾅ スリーセブンジュニア 中1

女子 佐藤　瑠泉 ｻﾄｳ ﾙｲ スリーセブンジュニア 中1

(10)中学生男子ダブルス

№ 種目 種別 氏名 ヨミガナ チーム名 学年

中学 前田　海翔 ﾏｴﾀﾞ　ｶｲﾄ 大森ジュニア 中3

男子 宮内　智生 ﾐﾔｳﾁ　ﾄﾓｷ 大森ジュニア 中3

中学 鈴木　裕也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 大森ジュニア 中2

男子 小菅　航太 ｺｽｹﾞ　ｺｳﾀ 大森ジュニア 中3

中学 田口　倫 ﾀｸﾞﾁ ﾘﾝ 大森ジュニア 中1

男子 安藤　大翔 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾄ 大森ジュニア 中1

中学 菅井　悠斗 ｽｶﾞｲﾕｳﾄ ジュニアハート 中2

男子 吉田　紘仁 ﾖｼﾀﾞﾋﾛﾄ ジュニアハート 中1

中学 石橋　昊武 ｲｼﾊﾞｼﾋﾛﾑ ジュニアハート 中3

男子 天海　悠人 ﾃﾝｶｲ ﾕｳﾄ ジュニアハート 中3
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