
大会名称

種　目 名　前 ふ　り　が　な 所　　　属 グループ
6BS 齊藤 優楽 さいとう　ゆら 仙台大和ジュニア 宮城県
6BS 山城 政人 やましろ　まさと 佐渡ジュニア 新潟県
6BS 山脇 弘奨 やまわき　こうすけ はりーあっぷ 愛知県
6BS 増田 遥 ますだ　はる ＳＪＢＣ 兵庫県
6BS 増田 大輝 ますだ　だいき 広島安佐ジュニア 広島県
6BS 五十田 敦晴 いそだ　あつはる たまひよじゅにあ 高知県
6BS 清尾 星祈 せいお　しょうき 根室成央少年団 北北海道
6BS 原田 翔斗 はらだ　しょうと 港南飛翔ジュニア 南北海道
6BS 丹羽 驍 たんば　たける 登別少年団 南北海道
6BS 阿部 煌太 あべ　おうた 南城小育成会 岩手県
6BS 斉藤 要 さいとう　かなめ 致道バドスポ少 山形県
6BS 伊藤 一星 いとう　いっせい 久喜ＡＢＣ 埼玉県
6BS 林 大智 はやし だいち パワーヒッター 埼玉県
6BS 森山 羽空 もりやま　はく 滑川ジュニア 富山県

6BS 宮下 翔伍 みやした　しょうご 金沢崎浦 石川県
6BS 田中 太基 たなか　たいき Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ 福井県
6BS 宮越 勇寧 みやごし　いさね 今立バドミントン 福井県
6BS 角倉 陽太 すみくら　ようた 西尾ジュニア 愛知県
6BS 日比 貴博 ひび　たかひろ 大里東ジュニア 愛知県
6BS 池山 橙希 いけやま　ゆずき 有緝スポ少 三重県
6BS 義盛 蒼空 よしもり　そら 羽島クラブ 岐阜県
6BS 杉山 楓 すぎやま　かえで ＦＡＮＡＴＩＣ 滋賀県
6BS 眞砂 佑澄 まなご　ゆいと まなクラブ 兵庫県
6BS 木幡 皇紀 こわた　こうき 西神ジュニアバドミントンクラブ 兵庫県
6BS 澤田 一心 さわだ　いっしん 小鴨ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県
6BS 伊奥 暁 いおく　あつき 箕蚊屋ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県
6BS 三隅 蓮生 みすみ　れお 花岡ジュニア 山口県
6BS 宮﨑 央輔 みやざき　おうすけ 三豊 香川県
6BS 岩佐 悠希 いわさ　はるき 木太南 香川県
6BS 松本 蓮音 まつもと　れおん 朝倉ワークＪｒ． 高知県
6BS 浦城 宏斗 うらき　ひろと 綾瀬ジュニア 神奈川県
6BS 石若 湊太 いしわか　そうた 三条クラークＪｒ． 神奈川県
6BS 福田 駿平 ふくだ　しゅんぺい Ｓｅｌｆｉｓｈ 神奈川県
6BS 小澤 直旺 こざわ　なお 所沢ジュニア 埼玉県
6BS 左村 都之助 さむら　いちのすけ ＳＪひた 大分県
6BS 村川 翔真 むらかわ　しょうま Ｊｐ．ｊｒ 長崎県
6BS 藤田 絢翔 ふじた　けんと ＣＯＬＯＲＳ 福岡県
6BS 末永 幸大 すえなが　こうた しおみキャッツ 宮崎県
6BS 田上 幹太 たのうえ　かんた ＴＴＢＣ 熊本県
6BS 木山 凜空 きやま　りく 出水南ジュニア 熊本県
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5BS 寺島 拓夢 てらしま　ひろむ 仙台大和ジュニア 宮城県
5BS 櫻田 琉晟 さくらだ　りゅうせい 森少年団 南北海道
5BS 時田 弥人 ときた　ひろと 倶知安少年団 南北海道
5BS 田中 誇大 たなか　ともか 倶知安少年団 南北海道
5BS 梅津 光利 うめつ　ひかり 米沢南部ＪＢＣ 山形県
5BS 金田 煌永 かねだ　あきと 奥羽ＪＢＣ 山形県
5BS 大宮 蒼空 おおみや　そら 相馬ジュニア 福島県
5BS 萩原 駿希 はぎわら　しゅんき 鳩ケ谷ウイングス 埼玉県
5BS 吉河 宙輝 よしかわ　ひろき 三郷ダックス 埼玉県
5BS 芦田 潤平 あしだ　じゅんぺい ふらっとジュニア 新潟県
5BS 伊東 優真 いとう　ゆうま ミンピーベーサー 長野県
5BS 奥 真優 おく　まひろ 高岡ジュニア 富山県
5BS 三石 草太 みついし　そうた 新湊カモンＳＣ 富山県
5BS 山本 櫂利 やまもと　かいり アドバンスｊｒ 愛知県
5BS 山本 翔大 やまもと　しょうた たんぽぽＢ．Ｃ 愛知県
5BS 木下 響介 きのした　きょうすけ 玉城スクール 三重県
5BS 後藤 悠真 ごとう　ひさね びとう会 岐阜県
5BS 岩﨑 琉義 いわさき　りゅうき 久御山 京都府
5BS 田中 駿之介 たなか　しゅんのすけ Ｉｎｎｏｃｅｎｔ 兵庫県
5BS 大塚 夢来 おおつか　ゆら 富雄南ジュニア 奈良県
5BS 湯原 悠登 ゆはら　はると 箕蚊屋ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県
5BS 黒住 洸多 くろずみ　こうた 永井ＢＣ 岡山県
5BS 中山 航 なかやま　わたる Ｂｅｅｋｉｄｓ 山口県
5BS 田阪 春馬 たさか　はるま フューチャー 香川県
5BS 中川 怜雄 なかがわ　れお 香川スクール 香川県
5BS 赤澤 武朗 あかざわ　たけろう フューチャー 香川県
5BS 坂口 功 さかぐち　こう 渋谷ジュニア 東京都
5BS 坂脇 憲広 さかわき　のりひろ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉県
5BS 藤森 海斗 ふじもり　かいと ハルトノクラブ 茨城県
5BS 山口 晃央 やまぐち　あきお 前橋東 群馬県
5BS 宮原 圭純 みやはら　けいじゅ ネイバーキッズ 福岡県

5BS 井川 和真 いがわ　かずま 岡垣ジュニア 福岡県
5BS 仁科 源太 にしな　げんた 能古ジュニア 福岡県
5BS 渡辺 暁翔 わたなべ　あきと ひなときクラブ 長崎県
5BS 松本 眞優 まつもと　まひろ ＵＤＣ 栃木県
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4BS 松下 一誠 まつした　いっせい ＳｐａｒｋｙＪｒ 北北海道
4BS 大坂 春道 おおさか　はるみち 帯広北栄ＪＢＣ 北北海道
4BS 髙橋 勇弥 たかはし　ゆうや 聚富ジュニア 南北海道
4BS 髙橋 大陽 たかはし　はるひ 北上ジュニア 岩手県
4BS 中野 謙志 なかの　けんし 米沢南部ＪＢＣ 山形県
4BS 大宮 冬真 おおみや　とうま 相馬ジュニア 福島県
4BS 馬詰 瑛翔 まづめ　あきと 志木ジュニア 埼玉県
4BS 仁平 康介 にだいら　こうすけ ＴＩＪ長野 長野県
4BS 安田 翔 やすだ　しょう 富山和合 富山県
4BS 西村 采人 にしむら　あやと 松任ジュニア 石川県
4BS 平野 凌 ひらの　りょう 津幡ジュニア 石川県
4BS 彦田 煌 ひこた　きらり 西尾ジュニア 愛知県
4BS 伊藤 源征 いとう　げんせい 大里東ジュニア 愛知県
4BS 内山 渉夢 うちやま　あゆむ 笹川ジュニア 三重県
4BS 松井 透和 まつい　とうわ 各務原ジュニア 岐阜県
4BS 向 唯斗 むこう　ゆいと ＦＡＮＡＴＩＣ 滋賀県
4BS 中塚 大翔 なかつか　ひろと Ｐａｎａ－Ｊ 滋賀県
4BS 井手口 翔 いでぐち　かける 南郷キューピット 大阪府
4BS 中井 邑空 なかい　むく 産体ジュニア 鳥取県
4BS 安宅 瑛人 あたか　えいと 永井ＢＣ 岡山県
4BS 小川 真輝 おがわ　まさき 美鈴が丘ＪＢＣ 広島県
4BS 篠原 康輔 しのはら　こうすけ 中萩ＪＢＣ 愛媛県
4BS 田坂 颯汰 たさか　そうた 神郷ＪＢＣ 愛媛県
4BS 西本 光馬 にしもと　てるま 余土カブス 愛媛県
4BS 有江 桜空 ありえ　おうすけ 川越ジュニア 埼玉県
4BS 篠原 緑 しのはら　ろく 志木ジュニア 埼玉県
4BS 中川 翔護 なかがわ　しょうご 町田ジュニア 東京都
4BS 髙橋 真生 たかはし　まお ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ 神奈川県
4BS 宮下 桧 みやした　かい ハルトノクラブ 茨城県
4BS 串間 太政 くしま　たいせい ＵＮＡＩＤ ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＢＣ Ｊｒ 宮崎県
4BS 石原 達希 いしはら　たつき 川内ジュニア 鹿児島県

4BS 和田森 翔心 わだもり　しおん ひびきジュニア 福岡県
4BS 中田 健琉 なかた　たける 佐賀サンライズ 佐賀県
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6GS 田村 美月 たむら　みづき 東光小少年団 北北海道
6GS 溝尾 花奈 みぞお　はな あすなろ 北北海道
6GS 畠山 想来 はたけやま　そら ハイタッチＪＢＣ 岩手県
6GS 西川 楓 にしかわ　かえで 久御山 京都府
6GS 沼田 弥乘 ぬまた　みのり 南郷キューピット 大阪府
6GS 原田 麻央 はらだ　まお 東光小少年団 北北海道
6GS 熊谷 彩月 くまがい　さつき 豊成ＪＢＣ 北北海道
6GS 木村 朱里 きむら　あかり Ｇｌａｎｚ．０７ 南北海道
6GS 鈴木 彩未 すずき　あみ 弘前イムズＢＣ 青森県
6GS 岩渕 那夏 いわぶち　なな 塩竈ジュニア 宮城県
6GS 加藤 智穂 かとう　ちほ 福島スマッシュＪｒ． 福島県
6GS 沼田 妹子 ぬまた　まいこ 出羽バドミンタン 埼玉県
6GS 櫻井 梨香 さくらい　りか ふじみ野ジュニア 埼玉県
6GS 東 華帆 あずま　かほ ＪＢＣふちゅう 富山県
6GS 西野 乃愛 にしの　のあ 富山和合 富山県
6GS 勘傳 歩美 かんでん　あゆみ オールエイジＪｒ 石川県
6GS 中川 桃奈 なかがわ　ももな 敦賀アドバンス 福井県
6GS 天野 祐希 あまの　ゆうき 広幡バドキッズ 静岡県
6GS 松本 紗季 まつもと　さき はりーあっぷ 愛知県
6GS 山下 羽奈 やました　はな 小俣スポ少 三重県
6GS 山下 真依 やました　まい 大垣北 岐阜県
6GS 小林 茉央 こばやし　まお ラナーアップ 滋賀県
6GS 園田 愛絆 そのだ　りあな トリパン 京都府
6GS 佐々木 未羽 ささき　みう Ｉｎｎｏｃｅｎｔ 兵庫県
6GS 花本 凜菜 はなもと　りんな 産体ジュニア 鳥取県
6GS 稲田 結月 いなだ　ゆづき ＰＥＡＣＥ 岡山県
6GS 中谷 歩未 なかたに　あゆみ ミッキーズ 岡山県
6GS 山岡 千莉 やまおか　せんり 太田 香川県
6GS 間島 ちひろ ましま　ちひろ 木太南 香川県
6GS 假屋 美羽 かりや　みう たまひよじゅにあ 高知県
6GS 浅野 真央 あさの　まお 宇都宮中央 栃木県

6GS 橋村 妃翔 はしむら　ひめか 小平ジュニア 東京都
6GS 河村 実里 かわむら　みり 志木ジュニア 埼玉県
6GS 鈴木 彩乃 すずき　あやの ハルトノクラブ 茨城県
6GS 屋代 咲季 やしろ　さき 高洲ホープス 千葉県
6GS 住田 葵 すみだ　あおい 岡垣ジュニア 福岡県
6GS 伊藤 亜衣佳 いとう　あいか 鹿児島ジュニア 鹿児島県
6GS 草道 彩羽 くさみち　あやは 伊敷小学校 鹿児島県
6GS 諌山 桃子 いさやま　ももこ 有田ジュニア 大分県
6GS 永渕 友梨華 ながふち　ゆりか 川上ジュニア 佐賀県
6GS 大石 夢陽 おおいし　まお 山家ウイングス 福岡県
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5GS 芳賀 凜歩 はが　りあ 石巻クラブ 宮城県
5GS 奥田 紗世 おくだ　さよ 帯広北栄ＪＢＣ 北北海道
5GS 阿部 未紀 あべ　みのり 滝川中央ジュニア 北北海道
5GS 木下 晴楽 きのした　せいら ノーススター釧路 北北海道
5GS 奈良岡 美羽 ならおか　みう 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県
5GS 上野 優寿 うえの　ゆず 立川バドスポ少 山形県
5GS 佐藤 心彩 さとう　こころ ＧＰＷジュニア 福島県
5GS 関根 菜乃 せきね　なの 春日部白翔 埼玉県
5GS 小川 夕里花 おがわ　ゆりか 春日部白翔 埼玉県
5GS 山岸 真羽 やまぎし　まう 燕スポーツ少年団 新潟県
5GS 安村 紗来 やすむら　さら 高岡ジュニア 富山県
5GS 谷 心結 たに　みゆう 富山和合 富山県
5GS 廣瀬 綾夏 ひろせ　あやか 金沢ジュニア 石川県
5GS 長谷川 翼咲 はせがわ　つばさ 広幡バドキッズ 静岡県
5GS 古舘 美空 ふるたち　みそら 横須賀Ｊｒ． 愛知県
5GS 井上 梨海 いのうえ　りみ 大里東ジュニア 愛知県
5GS 鎌田 虹花 かまだ　にじか 美翔団ジュニア 三重県
5GS 加納 早柚美 かのう　さゆみ 唐崎ジュニア 滋賀県
5GS 相磯 慧 あいそ　けい 瓜破西ＳＳＣ 大阪府
5GS 小林 佳依 こばやし　かえ 佐用ＢＪＣ 兵庫県
5GS 渡邉 柚乃 わたなべ　ゆずの ＰＥＡＣＥ 岡山県
5GS 井上 美穂 いのうえ　みほ 下松ジュニアバドミントンクラブ 山口県
5GS 羽山 心陽 はやま　こはる 下松ジュニアバドミントンクラブ 山口県
5GS 西山 心音 にしやま　ここね 木太南 香川県
5GS 久保 愛実 くぼ　まなみ 八万ジュニア 徳島県
5GS 竹内 希優 たけうち　ののか たまひよじゅにあ 高知県
5GS 皆川 恵茉 みながわ　えま 小平ジュニア 東京都
5GS 中沢 莉子 なかざわ　りこ プライドＪｒ 栃木県
5GS 伴野 碧唯 ばんの　あおい ＮＯＣＫＳ 東京都
5GS 田中 美月 たなか　みつき 綾瀬ジュニア 神奈川県
5GS 原口 倖歩 はらぐち　ゆきほ 鹿児島飛翔 鹿児島県

5GS 松戸 海 まつど　うみ 鹿児島飛翔 鹿児島県
5GS 山下 空輝 やました　そら ＪＢＣ小倉 福岡県
5GS 平 純空 たいら　あやら 彩橋シャトル 沖縄県
5GS 阿波 芽衣咲 あなみ　めいさ 岡垣ジュニア 福岡県
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4GS 杉野 芙夏 すぎの　ふみか 帯広北栄ＪＢＣ 北北海道
4GS 吉田 奈未 よしだ　なみ 帯広北栄ＪＢＣ 北北海道
4GS 斎野 美結佳 さいの　みゆか 札幌北ジュニア 南北海道
4GS 畠山 来夢 はたけやま　らむ ハイタッチＪＢＣ 岩手県
4GS 板橋 ゆい いたばし　ゆい ＳＪＣ 宮城県
4GS 根立 妃菜妙 ねだち　ひなた 連坊ジュニア 宮城県
4GS 藤原 ほのか ふじはら　ほのか 所沢ジュニア 埼玉県
4GS 佐藤 文香 さとう　あやか はちみつＪｒ 新潟県
4GS 永森 百々花 ながもり　ももか 富山南ジュニア 富山県
4GS 浅野 楓歩 あさの　かほ 堀川南ジュニア 富山県
4GS 西 奏音 にし　かのん オールエイジＪｒ 石川県
4GS 五十右 帆香 いみぎ　ほのか 広幡バドキッズ 静岡県
4GS 河村 珠莉奈 かわむら　じゅりな ＮＯＣＫ 愛知県
4GS 高田 万智 たかだ　まち 石ヶ瀬 愛知県
4GS 大串 恋々奈 おおぐし　ここな ＮＯＣＫ 愛知県
4GS 東村 江莉 ひがしむら　えり ＦＡＮＡＴＩＣ 滋賀県
4GS 富田 琴音 とみた　ことね 吹田ジュニアコンドル 大阪府
4GS 池内 美音 いけうち　みお 西神ジュニアバドミントンクラブ 兵庫県
4GS 四宮 彩友佳 しのみや　あゆか ＰＥＡＣＥ 岡山県
4GS 沖本 愛音 おきもと　あのん 美鈴が丘ＪＢＣ 広島県
4GS 安達 華 あだち　はな あかねジュニアバドミントンクラブ 広島県
4GS 物部 幸 ものべ　さち 古高松 香川県
4GS 平田 瑞歩 ひらた　みずほ 古高松 香川県
4GS 水野 璃美 みずの　りよ Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ 愛媛県
4GS 橋爪 藍莉 はしづめ　あいり 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉県
4GS 田沢 めいな たざわ　めいな 所沢ジュニア 埼玉県
4GS 中野 日麗 なかの　ひより 伊勢崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬県
4GS 石川 るるう いしかわ　るるう たなしＭＡＸＪｒ 東京都
4GS 髙瀬 可菜 たかせ　かな アンビション 神奈川県
4GS 永久井 凜 ながくい　りん 都城スマッシュ 宮崎県
4GS 大場 心晴 おおば　こはる ＪＢＣ久留米 福岡県

4GS 村岡 由佳 むらおか　ゆりか 坂元少年団 鹿児島県
4GS 落合 桜詩 おちあい　みう 山家ウイングス 福岡県
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大会名称

種　目 名　　前 ふ　り　が　な 所　　　属 グループ
6BD 奥村 啓太 おくむら　けいた 北光少年団 北北海道

東海林 亮汰 しょうじ　りょうた 北光少年団 北北海道
6BD 吉田 一咲 よしだ　いっさ 東光小少年団 北北海道

高柳 雄大 たかやなぎ　ゆうた 東光小少年団 北北海道
6BD 西岡 晄希 にしおか　みつき 東光小少年団 北北海道

石山 蒼大 いしやま　そうた 東光小少年団 北北海道
6BD 澤田 宗里 さわだ　しゅり 弘前キッズバドミントンクラブ 青森県

林 瑛太 はやし　えいた 弘前キッズバドミントンクラブ 青森県
6BD 野呂 大地 のろ　だいち 常盤ジュニアバドミントンクラブ 青森県

三上 輝大 みかみ　こうだい 常盤ジュニアバドミントンクラブ 青森県
6BD 服部 有悟 はっとり　ゆうご 出羽バドミンタン 埼玉県

田口 諒之介 たぐち　りょうのすけ 出羽バドミンタン 埼玉県
6BD 品田 莉希 しなだ　りき 柏崎ジュニア 新潟県

植木 伸弥 うえき　しんや 柏崎ジュニア 新潟県
6BD 多田 壮希 ただ　そうま 栃尾ジュニア 新潟県

野村 宝 のむら　たから 栃尾ジュニア 新潟県
6BD 長田 勝幸 ながた　かつゆき 井口ジュニア 富山県

柳田 赳澄 やなぎだ　たけきよ 井口ジュニア 富山県
6BD 田中 優丞 たなか　ゆうすけ 勝山チャマッシュ 福井県

田中 陽丞 たなか　ようすけ 勝山チャマッシュ 福井県
6BD 因藤 将夢 いんどう　しょうむ はりーあっぷ 愛知県

三浦 壮太 みうら　そうた はりーあっぷ 愛知県
6BD 澤木 悠羽 さわき　ゆう 岡崎ジュニア 愛知県

田中 颯真 たなか　そうま 岡崎ジュニア 愛知県
6BD 渡邊 楓雅 わたなべ　ふうが 大里東ジュニア 愛知県

田辺 昂太郎 たなべ　こうたろう 大里東ジュニア 愛知県
6BD 松山 芽生 まつやま　めい 大垣市ＢＳＳ 岐阜県

三摩 優介 さんま　ゆうすけ 大垣市ＢＳＳ 岐阜県
6BD 中川 康平 なかがわ　こいうへい 唐崎ジュニア 滋賀県

山名 悠史 やまな　ゆうし 唐崎ジュニア 滋賀県
6BD 湯浅 敦貴 ゆあさ　あつき 長岡京市スポ少 京都府

細見 一平 ほそみ　いっぺい 長岡京市スポ少 京都府
6BD 松原 匠海 まつばら　たくみ ＫＯＭＡＴＳＵ 大阪府

政倉 大志 まさくら　たいし ＫＯＭＡＴＳＵ 大阪府
6BD 上田 大和 うえたやまと 西郷ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県

槇浦 瑠晟 まきうら　るい 西郷ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県
6BD 松﨑 大河 まつざき　たいが ＰＥＡＣＥ 岡山県

疋田 匡人 ひきだ　まさと ＰＥＡＣＥ 岡山県
6BD 寺田 清純 てらだ　きよずみ 永井ＢＣ 岡山県

甲田 一起 こうだ　かずき 永井ＢＣ 岡山県
6BD 藤川 煌士 ふじかわ　こうし 国分寺 香川県

今川 勇 いまがわ　いさむ 国分寺 香川県
6BD 豊口 颯大 とよぐち　そうた 香川スクール 香川県

清水 翼 しみず　つばさ 香川スクール 香川県
6BD 林 龍之介 はやし　りゅうのすけ 東雲ＢＳＳ 愛媛県

粟田 琉心 あわた　りゅうし 東雲ＢＳＳ 愛媛県
6BD 野口 馳矢 のぐち　としや Ｓｅｌｆｉｓｈ 神奈川県

和川 竜也 わがわ　たつや Ｓｅｌｆｉｓｈ 神奈川県
6BD 椎名 洸介 しいな　こうすけ 三郷ダックス 埼玉県

笹島 悠瑚 ささじま　ゆうご 三郷ダックス 埼玉県
6BD 鈴木 大翔 すずき　はると 桜川Ｊｒ． 茨城県

中村 陸人 なかむら　りくと 桜川Ｊｒ． 茨城県
6BD 浅野 海斗 あさの　かいと 蓮田サウス 埼玉県

山岡 陸翔 やまおか　たかと 蓮田サウス 埼玉県
6BD 梅澤 翼 うめざわ　つばさ 練馬アドバンス 東京都

大國 正夢 おおくに　まさむ 練馬アドバンス 東京都
6BD 德重 瓢 とくしげ　ひさご 多久スポーツピア 佐賀県

山﨑 琉生 やまざき　りゅうせい 多久スポーツピア 佐賀県
6BD 江藤 友哉 えとうともや ブライアンズＦ 熊本県

堀内 暁仁 ほりうち　あきひと ブライアンズＦ 熊本県
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6BD 松尾 駿吾 まつお　しゅんご 能古ジュニア 福岡県
増田 歩夢 ますだ　あゆむ 能古ジュニア 福岡県

6BD 鈴東 貴心 すずひがし　きしん 三股バードウイング 宮崎県
松田 宙大 まつだ　ひろと 三股バードウイング 宮崎県



大会名称

種　目 名　　前 ふ　り　が　な 所　　　属 グループ
5BD 大木 陽生 おおき　ようせい 帯広ジュニア 北北海道

仁科 央雅 にしな　おうが 帯広ジュニア 北北海道
5BD 西浦 航 にしうら　こう ＳＡ東・羽倶楽部 南北海道

浜口 蒼太 はまぐち　そうた ＳＡ東・羽倶楽部 南北海道
5BD 若林 辰樹 わかばやし　たつき 函館ベアーズ 南北海道

若林 咲空 わかばやし　さく 函館ベアーズ 南北海道
5BD 北山 悠真 きたやま　ゆうま みゆきジュニアバドミントンクラブ 青森県

佐藤 由規 さとう　よしき みゆきジュニアバドミントンクラブ 青森県
5BD 中澤 悠太 なかざわ　ゆうた 塩竈ジュニア 宮城県

千葉 陽翔 ちば　はると 塩竈ジュニア 宮城県
5BD 星野 陽輝 ほしの　はるき ＴＥＡＭジュニア 埼玉県

五十嵐 公一 いがらし　こういち ＴＥＡＭジュニア 埼玉県
5BD 野村 佳吾 のむら　けいご 久喜ＡＢＣ 埼玉県

吉岡 篤希 よしおか　あつき 久喜ＡＢＣ 埼玉県
5BD 遠海 佑樹 とうみ　ゆうき つばめインパクト 新潟県

石原 凌駕 いしはら　りょうが つばめインパクト 新潟県
5BD 下島 煌大 しもじま　こうた 南木曽ジュニア 長野県

青木 一馬 あおき　かずま 南木曽ジュニア 長野県
5BD 木谷 翔太 きだに　しょうた 美川湊ジュニア 石川県

舟渡 啓斗 ふなわたし　けいと 美川湊ジュニア 石川県
5BD 谷山 優 たにやま　ゆう えちぜんジュニア 福井県

寺尾 大輝 てらお　だいき えちぜんジュニア 福井県
5BD 小林 司 こばやし　つかさ どんぐりジュニア 静岡県

鈴木 一嘉 すずき　いちか どんぐりジュニア 静岡県
5BD 石川 隼 いしかわ　はやと はりーあっぷ 愛知県

池田 純一朗 いけだ　じゅんいちろう はりーあっぷ 愛知県
5BD 小立 晃成 こだち　こうせい ドラゴンフライ 愛知県

片山 結太 かたやま　ゆうた ドラゴンフライ 愛知県
5BD 尾形 亮輔 おがた　りょうすけ ウィスタリアＪｒ 愛知県

平井 賢志 ひらい　まさし ウィスタリアＪｒ 愛知県
5BD 松原 幸平 まつばら　こうへい Ｐａｎａ－Ｊ 滋賀県

森野 亜楠 もりの　あなん Ｐａｎａ－Ｊ 滋賀県
5BD 山下 將太朗 やました　しょうたろう 京都ジュニア 京都府

山下 太雅 やました　たいが 京都ジュニア 京都府
5BD 中川 陵冴 なかがわ　りょうが Ｉｎｎｏｃｅｎｔ 兵庫県

藤原 逸生 ふじわら　いつき Ｉｎｎｏｃｅｎｔ 兵庫県
5BD 鈴木 創太 すずき　そうた Ｋａｍｉｓクラブ 鳥取県

森本 輝人 もりもと　きびと Ｋａｍｉｓクラブ 鳥取県
5BD 佐藤 楓真 さとう　ふうま 永井ＢＣ 岡山県

中村 圭吾 なかむら　けいご 永井ＢＣ 岡山県
5BD 瀬尾 隆文 せお　たかふみ フェニックス久松 広島県

大平 昊輝 おおひら　こうき フェニックス久松 広島県
5BD 中島 暖人 なかじま　はると 中央 香川県

南 敦斗 みなみ　あつと 中央 香川県
5BD 伊賀 悠人 いが　はると 綾川 香川県

大浦 健 おおうら　たける 綾川 香川県
5BD 髙橋 遼眞 たかはし　はるま Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ 愛媛県

高橋 大雅 たかはし　たいが Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ 愛媛県
5BD 美濃 龍斗 みの　りゅうと 市川ジュニア 千葉県

坂本 結翔 さかもと　ゆいと 市川ジュニア 千葉県
5BD 大塚 海飛 おおつか　かいと 川越ジュニア 埼玉県

森田 倫晟 もりた　りんせい 川越ジュニア 埼玉県
5BD 武森 陽向 たけもり　ひなた 小平ジュニア 東京都

塩谷 朱雀 しおたに　すざく 小平ジュニア 東京都
5BD 岩佐 幸太郎 いわさ　こうたろう 八王子Ｋ・Ｂ 東京都

土屋 和志 つちや　かずし 八王子Ｋ・Ｂ 東京都
5BD 春木 俊平 はるき　しゅんぺい 岡垣ジュニア 福岡県

牧野 隆希 まきの　りゅうき 岡垣ジュニア 福岡県
5BD 鳩宿 瞬 はとや　しゅん 鹿児島ジュニア 鹿児島県

鳩宿 遼 はとや　りょう 鹿児島ジュニア 鹿児島県
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5BD 鬼塚 新 おにつか　しん 宮地ジュニア 熊本県
中村 大雅 なかむら　たいが 宮地ジュニア 熊本県

5BD 山下 響生 やました　ひびき 海老津ジュニア 福岡県
松岡 大輝 まつおか　だいき 海老津ジュニア 福岡県



大会名称

種　目 名　　前 ふ　り　が　な 所　　　属 グループ
4BD 鈴木 武尊 すずき　たける 帯広ジュニア 北北海道

石田 大智 いしだ　たいち 帯広ジュニア 北北海道
4BD 相馬 瑠生 そうま　るい 旭川高台少年団 北北海道

相馬 獅生 そうま　れお 旭川高台少年団 北北海道
4BD 田名田 瑛太 たなだ　えいた 聚富ジュニア 南北海道

高森 蒼羽 たかもり　あおば 聚富ジュニア 南北海道
4BD 三ツ橋 大吾 みつはし　だいご 弘前キッズバドミントンクラブ 青森県

斎藤 那央 さいとう　なお 弘前キッズバドミントンクラブ 青森県
4BD 後藤 優月 ごとう　ゆづき 八峰ＢＣ 秋田県

三輪 直汰 みわ　なおた 八峰ＢＣ 秋田県
4BD 菊地 穂高 きくち　ほだか 久喜ＡＢＣ 埼玉県

伊藤 太陽 いとう　たいよう 久喜ＡＢＣ 埼玉県
4BD 松岡 夏輝 まつおか　なつき 蓮田サウス 埼玉県

榎本 和司 えのもと　かずし 蓮田サウス 埼玉県
4BD 須川 凌匠 すがわ　りょうた 富山和合 富山県

井村 蓮次 いむら　れんじ 富山和合 富山県
4BD 槇谷 一晟 まきたに　いっせい 新湊カモンＳＣ 富山県

長谷川 蓮 はせがわ　れん 新湊カモンＳＣ 富山県
4BD 四柳 佑真 よつやなぎ　ゆうま ｓｈｉｎｓｈｉｎ 石川県

北野 陽彩 きたの　ひいろ ｓｈｉｎｓｈｉｎ 石川県
4BD 山本 洸大 やまもと　こうた えちぜんジュニア 福井県

川田 琉斗 かわだ　りゅうと えちぜんジュニア 福井県
4BD 坂本 羽琉 さかもと　はる ＳＧＵジュニア 愛知県

粂野 駿 くめの　しゅん ＳＧＵジュニア 愛知県
4BD 坂野 開俐 ばんの　かいり はりーあっぷ 愛知県

石川 剛 いしかわ　たける はりーあっぷ 愛知県
4BD 花堂 里空 はなどう　りく はりーあっぷ 愛知県

松下 遼佑 まつした　りょうすけ はりーあっぷ 愛知県
4BD 甲林 哩直 こうばやし　りお 大垣市ＢＳＳ 岐阜県

野田 千瑛 のだ　ちあき 大垣市ＢＳＳ 岐阜県
4BD 吉田 結斗 よしだ　ゆいと 仰木の里ジュニア 滋賀県

辻村 應介 つじむら　おうすけ 仰木の里ジュニア 滋賀県
4BD 松原 知哉 まつばら　ともや ＫＯＭＡＴＳＵ 大阪府

新田 大晃 にった　ひろあき ＫＯＭＡＴＳＵ 大阪府
4BD 恒岡 優多 つねおか　ゆうた ポテトチップス 兵庫県

恒岡 陽多 つねおか　はるた ポテトチップス 兵庫県
4BD 上田 蒼斎 うえだ　そうし 産体ジュニア 鳥取県

花本 雷軌 はなもと　らいき 産体ジュニア 鳥取県
4BD 高橋 伸 たかはし　しん 西郷ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県

秋久 侑貴 あきひさ　ゆうき 西郷ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県
4BD 加本 逸真 かもといっしん おろちクラブ 島根県

竹田 悠希 たけだゆうき おろちクラブ 島根県
4BD 安藤 優生 あんどう　ゆい 綾川 香川県

詫間 陽斗 たくま　はると 綾川 香川県
4BD 田中 悠琉 たなか　はる 香川スクール 香川県

土居 琉聖 どい　りゅうせい 香川スクール 香川県
4BD 西 奏祐 にし　そうすけ 富田ジュニア 徳島県

行部 有航 ぎょうぶ　ゆく 富田ジュニア 徳島県
4BD 石井 春馬 いしい　はるま 渋谷ジュニア 東京都

山口 拓 やまぐち　たく 渋谷ジュニア 東京都
4BD 殿畑 玲人 とのはた　れいと 綾瀬ジュニア 神奈川県

岩瀬 剛大 いわせ　こうだい 綾瀬ジュニア 神奈川県
4BD 北川 蓮梧 きたがわ　れんご みはら 栃木県

荒木 悠乃介 あらき　ゆうのすけ みはら 栃木県
4BD 内藤 遥希 ないとう　はるき 川越ジュニア 埼玉県

稲川 達士 いながわ　たつし 川越ジュニア 埼玉県
4BD 濱口 虎太郎 はまぐち　こたろう 岡垣ジュニア 福岡県

栁 克弥 やなぎ　かつや 岡垣ジュニア 福岡県
4BD 松尾 恵介 まつお　けいすけ 春日ジュニア 福岡県

花田 大維司 はなだ　たいし 春日ジュニア 福岡県
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4BD 山下 蒼介 やました　そうすけ 北部ジュニア 熊本県
中川 悠 なかがわ　ゆう 北部ジュニア 熊本県

4BD 加藤 稜貴 かとう　りょうき ひなときクラブ 長崎県
中野 海翔 なかの　かいと ひなときクラブ 長崎県



大会名称
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6GD 柿崎 結 かきざき　ゆい 東光小少年団 北北海道

徳永 結妃 とくなが　ゆうひ 東光小少年団 北北海道
6GD 三島 美誉 みしま　みよ 帯広栄 北北海道

棚木 彩圭 たなき　あやか 帯広栄 北北海道
6GD 中村 悠良 なかむら　ゆら 遠軽少年団 北北海道

本田 すず ほんだ　すず 遠軽少年団 北北海道
6GD 木村 ひなの きむら　ひなの 横倉ジュニア 宮城県

鈴木 愛香 すずき　まなか 横倉ジュニア 宮城県
6GD 安田 美咲 やすだ　みさき 横倉ジュニア 宮城県

山﨑 遥陽 やまざき　はるひ 横倉ジュニア 宮城県
6GD 中野 結愛 なかの　ゆりあ 米沢南部ＪＢＣ 山形県

髙橋 心 たかはし　ここ 米沢南部ＪＢＣ 山形県
6GD 佐藤 玲 さとう　れい 阿賀野ジュニア 新潟県

渡邊 暖花 わたなべ　ほのか 阿賀野ジュニア 新潟県
6GD 木澤 仁那 きざわ　にいな はちみつＪｒ 新潟県

笹川 茉愛 ささがわ　まな はちみつＪｒ 新潟県
6GD 加藤 里奈 かとう　りな 新湊ジュニア 富山県

濱谷 和桜 はまたに　なぎさ 新湊ジュニア 富山県
6GD 南森 杏 みなみもり　あん 美川湊ジュニア 石川県

吉川 彩羽 よしかわ　いろは 美川湊ジュニア 石川県
6GD 縣 明日香 あがた　あすか はりーあっぷ 愛知県

馬場 こころ ばんば　こころ はりーあっぷ 愛知県
6GD 門川 季 かどかわ　いち 長久手ジュニア 愛知県

水野 有梨 みずの　ゆうり 長久手ジュニア 愛知県
6GD 中尾 心晴 なかお　こはる 長久手ジュニア 愛知県

内山 莉緒 うちやま　りお 長久手ジュニア 愛知県
6GD 武仲 沙緒莉 たけなか　さおり 岐南ジュニアＢＣ 岐阜県

東江 走 あがりえ　らん 岐南ジュニアＢＣ 岐阜県
6GD 辻村 心菜 つじむら　ここな エミーバドミントンクラブ 滋賀県

佐々木 菜緒 ささき　なお エミーバドミントンクラブ 滋賀県
6GD 梅谷 彩加 うめたに　あやか 加古川ＪＢＣ 兵庫県

砂原 沙和 すなはら　さわ 加古川ＪＢＣ 兵庫県
6GD 中村 結愛 なかむら　ゆあ 橿原ジュニア 奈良県

中村 望愛 なかむら　のあ 橿原ジュニア 奈良県
6GD 河村 光陽 かわむら　ひかり Ｋａｍｉｓクラブ 鳥取県

嶋田 悠希 しまだ　ゆうき Ｋａｍｉｓクラブ 鳥取県
6GD 永谷 香歩 ながたにかほ おろちクラブ 島根県

吉田 梨紗 よしだりさ おろちクラブ 島根県
6GD 武田 朱莉 たけだ　しゅり 東野ＳＢＣ 広島県

野田 渚 のだ　なぎさ 東野ＳＢＣ 広島県
6GD 石丸 柚 いしまる　ゆず 香川スクール 香川県

田中 美沙希 たなか　みさき 香川スクール 香川県
6GD 曽我部 柚羽 そがべ　ゆずは 中萩ＪＢＣ 愛媛県

篠原 多輝 しのはら　たき 中萩ＪＢＣ 愛媛県
6GD 川窪 里衣彩 かわくぼ　りいさ 春野ジュニア 高知県

中島 愛奈 なかじま　あいな 春野ジュニア 高知県
6GD 沼田 唯李 ぬまた　ゆい 所沢ジュニア 埼玉県

伊東 陽南 いとう　はるな 所沢ジュニア 埼玉県
6GD 山北 莉緒 やまきた　りお 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉県

長谷川 葉月 はせがわ　はづき 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉県
6GD 山中 杏哩 やまなか　あんり 青梅ジュニア 東京都

森田 七海 もりた　ななみ 青梅ジュニア 東京都
6GD 白鳥 玲菜 しらとり　れいな 春日部白翔 埼玉県

松﨑 玲奈 まつざき　れな 春日部白翔 埼玉県
6GD 渡辺 莉音 わたなべ　りおん 青葉ジュニア 神奈川県

小野 苺彩 おの　まいあ 青葉ジュニア 神奈川県
6GD 岩間 夕奈 いわま　ゆな 高崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

高田 季里花 たかだ　きりか 高崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬県
6GD 金生 七海 かのお　ななみ ＣＯＬＯＲＳ 福岡県

向江 悠伽 むかえ　はるか ＣＯＬＯＲＳ 福岡県
6GD 牛ノ濱 ひなた うしのはま　ひなた 鹿児島ジュニア 鹿児島県

堂園 せりあ どうぞの　せりあ 鹿児島ジュニア 鹿児島県
6GD 工藤 和奏 くどう　わかな Ｆｌｏｗｅｒｓ 長崎県

工藤 葵 くどう　あおい Ｆｌｏｗｅｒｓ 長崎県
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6GD 前山 夏里奈 まえやま　かりな 川上ジュニア 佐賀県
楠原 世音 くすはら　せのん 川上ジュニア 佐賀県
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5GD 江刺 百暖 えさし　ももの 東光小少年団 北北海道

佐藤 圭 さとう　けい 東光小少年団 北北海道
5GD 岡田 萌愛 おかだ　もな 帯広栄 北北海道

渋谷 侑愛 しぶや　ゆめ 帯広栄 北北海道
5GD 村上 志穏 むらかみ　しおん 旭川東栄 北北海道

堀籠 りりい ほりごめ　りりい 旭川東栄 北北海道
5GD 佐藤 もも音 さとう　ももね 横倉ジュニア 宮城県

渡部 友里乃 わたなべ　ゆりの 横倉ジュニア 宮城県
5GD 遠藤 咲希乃 えんどう　さきの 連坊ジュニア 宮城県

渡邉 陽彩 わたなべ　ひいろ 連坊ジュニア 宮城県
5GD 小黒 咲良 おぐろ　さくら ＧＰＷジュニア 福島県

長谷川 美羽 はせがわ　みう ＧＰＷジュニア 福島県
5GD 平山 愛唯 ひらやま　めい 蓮田サウス 埼玉県

渡邊 乃麻 わたなべ　のあ 蓮田サウス 埼玉県
5GD 関田 郁帆 せきた　かほ 出羽バドミンタン 埼玉県

手塚 咲結 てづか　みゆ 出羽バドミンタン 埼玉県
5GD 玉木 清良 たまき　きよら はちみつＪｒ 新潟県

阿部 茉優佳 あべ　まゆか はちみつＪｒ 新潟県
5GD 筒井 藍来 つつい　あいる 豊田スポ少 富山県

中川 栞奈 なかがわ　かんな 豊田スポ少 富山県
5GD 道上 日葵 みちかみ　ひなた 富山南ジュニア 富山県

瀬山 乃愛 せやま　のあ 富山南ジュニア 富山県
5GD 大嶋 彩知那 おおしま　いちな 足羽ジュニア 福井県

髙地 凜愛 たかち　りのん 足羽ジュニア 福井県
5GD 宮﨑 結舞 みやざき　ゆま 師勝ジュニア 愛知県

樫尾 雫玖 かしお　しずく 師勝ジュニア 愛知県
5GD 熊谷 南虹 くまがい　なこ たんぽぽＢ．Ｃ 愛知県

山本 樹実 やまもと　じゅみ たんぽぽＢ．Ｃ 愛知県
5GD 福西 陽奈乃 ふくにし　ひなの 小俣スポ少 三重県

谷田 楓華 たにだ　ふうか 小俣スポ少 三重県
5GD 大迫 のえ おおさこ　のえ 大垣安井 岐阜県

中島 芭瑠 なかしま　はる 大垣安井 岐阜県
5GD 早瀬 ことみ はやせ　ことみ 唐崎ジュニア 滋賀県

永谷 楓 ながたに　かえで 唐崎ジュニア 滋賀県
5GD 射庭 紀乃 いば　ことの 長岡京市スポ少 京都府

岩井 葵晴 いわい　あおば 長岡京市スポ少 京都府
5GD 中島 彩寧 なかしま　あかね 加古川ＪＢＣ 兵庫県

大歳 真乃奏 おおとし　まのか 加古川ＪＢＣ 兵庫県
5GD 岡田 和奏 おかだわかな おろちクラブ 島根県

川上 紗矢 かわかみさや おろちクラブ 島根県
5GD 浪松 美緒 なみまつ　みお 防府ジュニアバドミントンクラブ 山口県

石田 向日葵 いしだ　ひまり 防府ジュニアバドミントンクラブ 山口県
5GD 古田 紗也 ふるた　さや 下松ジュニアバドミントンクラブ 山口県

内山 蘭 うちやま　らん 下松ジュニアバドミントンクラブ 山口県
5GD 藤本 香穂 ふじもと　かほ 志度 香川県

笠井 聖來 かさい　きよら 志度 香川県
5GD 安倍 萌愛 あべ　もあ 白鳥 香川県

澤地 優奈 さわじ　ゆな 白鳥 香川県
5GD 菅 星凛 かん　あかり Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ 愛媛県

近藤 優羽 こんどう　ゆわ Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ 愛媛県
5GD 中村 羽奈 なかむら　はな ハルトノクラブ 茨城県

青山 ひかり あおやま　ひかり ハルトノクラブ 茨城県
5GD 吉野 羽都希 よしの　はづき 練馬アドバンス 東京都

梅澤 唯花 うめざわ　ゆいか 練馬アドバンス 東京都
5GD 薗田 優奈 そのだ　ゆうな 青梅ジュニア 東京都

渡邉 杏梨 わたなべ　あんり 青梅ジュニア 東京都
5GD 小原 南実 こはら　みなみ 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

平木 結千佳 ひらき　ゆちか 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県
5GD 馬場 結渚 ばば　ゆいな 川内ジュニア 鹿児島県

横路 昊和 よこじ　ひより 川内ジュニア 鹿児島県
5GD 野元 あい のもと　あい 大明丘少年団 鹿児島県

白田 絢音 しらた　あやね 大明丘少年団 鹿児島県
5GD 淡路 佳乃 あわじ　よしの 藤田研究所 宮崎県

古谷 詩薗 こたに　しおん 藤田研究所 宮崎県
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5GD 梶原 花南 かじわら　はな ＣＯＬＯＲＳ 福岡県
水田 杏那 みずた　あんな ＣＯＬＯＲＳ 福岡県
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4GD 関野 莉子 せきの　りこ 札幌ＢＥＡＮＳ 南北海道

川島 愛美 かわしま　えみ 札幌ＢＥＡＮＳ 南北海道
4GD 中居 胡桃 なかい　くるみ 港南飛翔ジュニア 南北海道

黒瀬 結菜 くろせ　ゆな 港南飛翔ジュニア 南北海道
4GD 井上 叶蓮 いのうえ　かれん 北斗上磯ジュニア 南北海道

山本 羽菜 やまもと　うな 北斗上磯ジュニア 南北海道
4GD 大釜 心蘭 おおかま　みらん マジッポズジュニアバドミントンクラブ 青森県

磯野 瑠南 いその　るな マジッポズジュニアバドミントンクラブ 青森県
4GD 工藤 梨紗 くどう　りさ 大鰐ジュニアＢＣ 青森県

工藤 光桜 くどう　さくら 大鰐ジュニアＢＣ 青森県
4GD 佐々木 桃子 ささき　ももこ 北上ジュニア 岩手県

鈴木 菜々心 すずき　ななみ 北上ジュニア 岩手県
4GD 山田 芽依 やまだ　めい 蓮田サウス 埼玉県

篠原 美乃里 しのはら　みのり 蓮田サウス 埼玉県
4GD 澤登 茉生 さわのぼり　まい 蓮田サウス 埼玉県

竹澤 亜美 たけざわ　あみ 蓮田サウス 埼玉県
4GD 斎藤 ゆり乃 さいとう　ゆりの ＳＳモンキー 新潟県

川崎 沙菜 かわさき　さな ＳＳモンキー 新潟県
4GD 前田 仁愛 まえだ　にな はちみつＪｒ 新潟県

成澤 日彩 なりさわ　ひいろ はちみつＪｒ 新潟県
4GD 中村 美琴 なかむら　みこと 栃尾ジュニア 新潟県

佐藤 仁南 さとう　にな 栃尾ジュニア 新潟県
4GD 山口 柚歩 やまぐち　ゆずほ 国府ジュニア 石川県

尾田 心遥 びた　ここは 国府ジュニア 石川県
4GD 黒田 遥香 くろだ　はるか 広幡バドキッズ 静岡県

松浦 愛珠 まつうら　あず 広幡バドキッズ 静岡県
4GD 本橋 歩奈 もとはし　あゆな アドバンスｊｒ 愛知県

濵見 杏奈 はまみ　あんな アドバンスｊｒ 愛知県
4GD 溝口 恵望 みぞぐち　めぐみ 小俣スポ少 三重県

吉村 柚希 よしむら　ゆずき 小俣スポ少 三重県
4GD 清水 このは しみず　このは 岐南ジュニアＢＣ 岐阜県

白川 倖 しらかわ　さわ 岐南ジュニアＢＣ 岐阜県
4GD 眞泉 果央 まいずみ　かお 久御山 京都府

近藤 愛未 こんどう　あみ 久御山 京都府
4GD 井 優愛 い　ゆうあ ＳＪＢＣ 兵庫県

林 奈未 はやし　なみ ＳＪＢＣ 兵庫県
4GD 進藤 千暖 しんどう　ちはる 西神ジュニアバドミントンクラブ 兵庫県

玉利 夏凜 たまり　かりん 西神ジュニアバドミントンクラブ 兵庫県
4GD 稲田 海月 いなだ　みつき ＰＥＡＣＥ 岡山県

藤田 美祐 ふじた　みゆう ＰＥＡＣＥ 岡山県
4GD 関山 華乃 せきやま　かの 東野ＳＢＣ 広島県

武田 陽彩 たけだ　ひいろ 東野ＳＢＣ 広島県
4GD 富田 琴子 とみた　ことこ Ｂｅｅｋｉｄｓ 山口県

兼子 結衣 かねこ　ゆい Ｂｅｅｋｉｄｓ 山口県
4GD 宗光 葉奈 むねみつ　はな 香川スクール 香川県

大山 萌花 おおやま　もえか 香川スクール 香川県
4GD 久門 莉穂 くもん　りほ 久万アトムズ 愛媛県

渡部 佑由葉 わたなべ　ゆゆは 久万アトムズ 愛媛県
4GD 田中 心智 たなか　みさと 横内ＪＢＣ 高知県

松田 風花 まつだ　ふうな 横内ＪＢＣ 高知県
4GD 田沢 しいな たざわ　しいな 所沢ジュニア 埼玉県

小澤 妃南 こざわ　ひな 所沢ジュニア 埼玉県
4GD 柳下 璃央 やなぎした　りお 横浜白山バドミントンＳＳ 神奈川県

長原 里紗 ながはら　りさ 横浜白山バドミントンＳＳ 神奈川県
4GD 伊藤 ひより いとう　ひより 伊勢崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

土屋 愛莉 つちや　めり 伊勢崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬県
4GD 田村 蘭 たむら　らん 神明ジュニア 群馬県

柏瀬 天芳 かしわせ　そらは 神明ジュニア 群馬県
4GD 益満 小蘭 ますみつ　こらん 海老津ジュニア 福岡県

水原 七菜 みずはら　なな 海老津ジュニア 福岡県
4GD 川野 愛奈 かわの　あんな 岡垣ジュニア 福岡県

今長谷 美空 いまはせ　みく 岡垣ジュニア 福岡県
4GD 古賀 梨花 こが　りんか 春日イーグルス 福岡県

岩下 芽愛 いわした　めい 春日イーグルス 福岡県
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4GD 金城 芙羽子 きんじょう　ふうこ 糸満ジュニア 沖縄県
平良 優奈 たいら　ゆな 糸満ジュニア 沖縄県
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6BS 齊藤 優楽 さいとう　ゆら 仙台大和ジュニア 宮城県
6BS 山城 政人 やましろ　まさと 佐渡ジュニア 新潟県
6BS 山脇 弘奨 やまわき　こうすけ はりーあっぷ 愛知県
6BS 増田 遥 ますだ　はる ＳＪＢＣ 兵庫県
6BS 増田 大輝 ますだ　だいき 広島安佐ジュニア 広島県
6BS 五十田 敦晴 いそだ　あつはる たまひよじゅにあ 高知県
6BS 清尾 星祈 せいお　しょうき 根室成央少年団 北北海道
6BS 原田 翔斗 はらだ　しょうと 港南飛翔ジュニア 南北海道
6BS 丹羽 驍 たんば　たける 登別少年団 南北海道
6BS 阿部 煌太 あべ　おうた 南城小育成会 岩手県
6BS 斉藤 要 さいとう　かなめ 致道バドスポ少 山形県
6BS 伊藤 一星 いとう　いっせい 久喜ＡＢＣ 埼玉県
6BS 林 大智 はやし だいち パワーヒッター 埼玉県
6BS 森山 羽空 もりやま　はく 滑川ジュニア 富山県

6BS 宮下 翔伍 みやした　しょうご 金沢崎浦 石川県
6BS 田中 太基 たなか　たいき Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ 福井県
6BS 宮越 勇寧 みやごし　いさね 今立バドミントン 福井県
6BS 角倉 陽太 すみくら　ようた 西尾ジュニア 愛知県
6BS 日比 貴博 ひび　たかひろ 大里東ジュニア 愛知県
6BS 池山 橙希 いけやま　ゆずき 有緝スポ少 三重県
6BS 義盛 蒼空 よしもり　そら 羽島クラブ 岐阜県
6BS 杉山 楓 すぎやま　かえで ＦＡＮＡＴＩＣ 滋賀県
6BS 眞砂 佑澄 まなご　ゆいと まなクラブ 兵庫県
6BS 木幡 皇紀 こわた　こうき 西神ジュニアバドミントンクラブ 兵庫県
6BS 澤田 一心 さわだ　いっしん 小鴨ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県
6BS 伊奥 暁 いおく　あつき 箕蚊屋ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県
6BS 三隅 蓮生 みすみ　れお 花岡ジュニア 山口県
6BS 宮﨑 央輔 みやざき　おうすけ 三豊 香川県
6BS 岩佐 悠希 いわさ　はるき 木太南 香川県
6BS 松本 蓮音 まつもと　れおん 朝倉ワークＪｒ． 高知県
6BS 浦城 宏斗 うらき　ひろと 綾瀬ジュニア 神奈川県
6BS 石若 湊太 いしわか　そうた 三条クラークＪｒ． 神奈川県
6BS 福田 駿平 ふくだ　しゅんぺい Ｓｅｌｆｉｓｈ 神奈川県
6BS 小澤 直旺 こざわ　なお 所沢ジュニア 埼玉県
6BS 左村 都之助 さむら　いちのすけ ＳＪひた 大分県
6BS 村川 翔真 むらかわ　しょうま Ｊｐ．ｊｒ 長崎県
6BS 藤田 絢翔 ふじた　けんと ＣＯＬＯＲＳ 福岡県
6BS 末永 幸大 すえなが　こうた しおみキャッツ 宮崎県
6BS 田上 幹太 たのうえ　かんた ＴＴＢＣ 熊本県
6BS 木山 凜空 きやま　りく 出水南ジュニア 熊本県
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5BS 寺島 拓夢 てらしま　ひろむ 仙台大和ジュニア 宮城県
5BS 櫻田 琉晟 さくらだ　りゅうせい 森少年団 南北海道
5BS 時田 弥人 ときた　ひろと 倶知安少年団 南北海道
5BS 田中 誇大 たなか　ともか 倶知安少年団 南北海道
5BS 梅津 光利 うめつ　ひかり 米沢南部ＪＢＣ 山形県
5BS 金田 煌永 かねだ　あきと 奥羽ＪＢＣ 山形県
5BS 大宮 蒼空 おおみや　そら 相馬ジュニア 福島県
5BS 萩原 駿希 はぎわら　しゅんき 鳩ケ谷ウイングス 埼玉県
5BS 吉河 宙輝 よしかわ　ひろき 三郷ダックス 埼玉県
5BS 芦田 潤平 あしだ　じゅんぺい ふらっとジュニア 新潟県
5BS 伊東 優真 いとう　ゆうま ミンピーベーサー 長野県
5BS 奥 真優 おく　まひろ 高岡ジュニア 富山県
5BS 三石 草太 みついし　そうた 新湊カモンＳＣ 富山県
5BS 山本 櫂利 やまもと　かいり アドバンスｊｒ 愛知県
5BS 山本 翔大 やまもと　しょうた たんぽぽＢ．Ｃ 愛知県
5BS 木下 響介 きのした　きょうすけ 玉城スクール 三重県
5BS 後藤 悠真 ごとう　ひさね びとう会 岐阜県
5BS 岩﨑 琉義 いわさき　りゅうき 久御山 京都府
5BS 田中 駿之介 たなか　しゅんのすけ Ｉｎｎｏｃｅｎｔ 兵庫県
5BS 大塚 夢来 おおつか　ゆら 富雄南ジュニア 奈良県
5BS 湯原 悠登 ゆはら　はると 箕蚊屋ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県
5BS 黒住 洸多 くろずみ　こうた 永井ＢＣ 岡山県
5BS 中山 航 なかやま　わたる Ｂｅｅｋｉｄｓ 山口県
5BS 田阪 春馬 たさか　はるま フューチャー 香川県
5BS 中川 怜雄 なかがわ　れお 香川スクール 香川県
5BS 赤澤 武朗 あかざわ　たけろう フューチャー 香川県
5BS 坂口 功 さかぐち　こう 渋谷ジュニア 東京都
5BS 坂脇 憲広 さかわき　のりひろ 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉県
5BS 藤森 海斗 ふじもり　かいと ハルトノクラブ 茨城県
5BS 山口 晃央 やまぐち　あきお 前橋東 群馬県
5BS 宮原 圭純 みやはら　けいじゅ ネイバーキッズ 福岡県

5BS 井川 和真 いがわ　かずま 岡垣ジュニア 福岡県
5BS 仁科 源太 にしな　げんた 能古ジュニア 福岡県
5BS 渡辺 暁翔 わたなべ　あきと ひなときクラブ 長崎県
5BS 松本 眞優 まつもと　まひろ ＵＤＣ 栃木県
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4BS 松下 一誠 まつした　いっせい ＳｐａｒｋｙＪｒ 北北海道
4BS 大坂 春道 おおさか　はるみち 帯広北栄ＪＢＣ 北北海道
4BS 髙橋 勇弥 たかはし　ゆうや 聚富ジュニア 南北海道
4BS 髙橋 大陽 たかはし　はるひ 北上ジュニア 岩手県
4BS 中野 謙志 なかの　けんし 米沢南部ＪＢＣ 山形県
4BS 大宮 冬真 おおみや　とうま 相馬ジュニア 福島県
4BS 馬詰 瑛翔 まづめ　あきと 志木ジュニア 埼玉県
4BS 仁平 康介 にだいら　こうすけ ＴＩＪ長野 長野県
4BS 安田 翔 やすだ　しょう 富山和合 富山県
4BS 西村 采人 にしむら　あやと 松任ジュニア 石川県
4BS 平野 凌 ひらの　りょう 津幡ジュニア 石川県
4BS 彦田 煌 ひこた　きらり 西尾ジュニア 愛知県
4BS 伊藤 源征 いとう　げんせい 大里東ジュニア 愛知県
4BS 内山 渉夢 うちやま　あゆむ 笹川ジュニア 三重県
4BS 松井 透和 まつい　とうわ 各務原ジュニア 岐阜県
4BS 向 唯斗 むこう　ゆいと ＦＡＮＡＴＩＣ 滋賀県
4BS 中塚 大翔 なかつか　ひろと Ｐａｎａ－Ｊ 滋賀県
4BS 井手口 翔 いでぐち　かける 南郷キューピット 大阪府
4BS 中井 邑空 なかい　むく 産体ジュニア 鳥取県
4BS 安宅 瑛人 あたか　えいと 永井ＢＣ 岡山県
4BS 小川 真輝 おがわ　まさき 美鈴が丘ＪＢＣ 広島県
4BS 篠原 康輔 しのはら　こうすけ 中萩ＪＢＣ 愛媛県
4BS 田坂 颯汰 たさか　そうた 神郷ＪＢＣ 愛媛県
4BS 西本 光馬 にしもと　てるま 余土カブス 愛媛県
4BS 有江 桜空 ありえ　おうすけ 川越ジュニア 埼玉県
4BS 篠原 緑 しのはら　ろく 志木ジュニア 埼玉県
4BS 中川 翔護 なかがわ　しょうご 町田ジュニア 東京都
4BS 髙橋 真生 たかはし　まお ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ 神奈川県
4BS 宮下 桧 みやした　かい ハルトノクラブ 茨城県
4BS 串間 太政 くしま　たいせい ＵＮＡＩＤ ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＢＣ Ｊｒ 宮崎県
4BS 石原 達希 いしはら　たつき 川内ジュニア 鹿児島県

4BS 和田森 翔心 わだもり　しおん ひびきジュニア 福岡県
4BS 中田 健琉 なかた　たける 佐賀サンライズ 佐賀県
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6GS 田村 美月 たむら　みづき 東光小少年団 北北海道
6GS 溝尾 花奈 みぞお　はな あすなろ 北北海道
6GS 畠山 想来 はたけやま　そら ハイタッチＪＢＣ 岩手県
6GS 西川 楓 にしかわ　かえで 久御山 京都府
6GS 沼田 弥乘 ぬまた　みのり 南郷キューピット 大阪府
6GS 原田 麻央 はらだ　まお 東光小少年団 北北海道
6GS 熊谷 彩月 くまがい　さつき 豊成ＪＢＣ 北北海道
6GS 木村 朱里 きむら　あかり Ｇｌａｎｚ．０７ 南北海道
6GS 鈴木 彩未 すずき　あみ 弘前イムズＢＣ 青森県
6GS 岩渕 那夏 いわぶち　なな 塩竈ジュニア 宮城県
6GS 加藤 智穂 かとう　ちほ 福島スマッシュＪｒ． 福島県
6GS 沼田 妹子 ぬまた　まいこ 出羽バドミンタン 埼玉県
6GS 櫻井 梨香 さくらい　りか ふじみ野ジュニア 埼玉県
6GS 東 華帆 あずま　かほ ＪＢＣふちゅう 富山県
6GS 西野 乃愛 にしの　のあ 富山和合 富山県
6GS 勘傳 歩美 かんでん　あゆみ オールエイジＪｒ 石川県
6GS 中川 桃奈 なかがわ　ももな 敦賀アドバンス 福井県
6GS 天野 祐希 あまの　ゆうき 広幡バドキッズ 静岡県
6GS 松本 紗季 まつもと　さき はりーあっぷ 愛知県
6GS 山下 羽奈 やました　はな 小俣スポ少 三重県
6GS 山下 真依 やました　まい 大垣北 岐阜県
6GS 小林 茉央 こばやし　まお ラナーアップ 滋賀県
6GS 園田 愛絆 そのだ　りあな トリパン 京都府
6GS 佐々木 未羽 ささき　みう Ｉｎｎｏｃｅｎｔ 兵庫県
6GS 花本 凜菜 はなもと　りんな 産体ジュニア 鳥取県
6GS 稲田 結月 いなだ　ゆづき ＰＥＡＣＥ 岡山県
6GS 中谷 歩未 なかたに　あゆみ ミッキーズ 岡山県
6GS 山岡 千莉 やまおか　せんり 太田 香川県
6GS 間島 ちひろ ましま　ちひろ 木太南 香川県
6GS 假屋 美羽 かりや　みう たまひよじゅにあ 高知県
6GS 浅野 真央 あさの　まお 宇都宮中央 栃木県

6GS 橋村 妃翔 はしむら　ひめか 小平ジュニア 東京都
6GS 河村 実里 かわむら　みり 志木ジュニア 埼玉県
6GS 鈴木 彩乃 すずき　あやの ハルトノクラブ 茨城県
6GS 屋代 咲季 やしろ　さき 高洲ホープス 千葉県
6GS 住田 葵 すみだ　あおい 岡垣ジュニア 福岡県
6GS 伊藤 亜衣佳 いとう　あいか 鹿児島ジュニア 鹿児島県
6GS 草道 彩羽 くさみち　あやは 伊敷小学校 鹿児島県
6GS 諌山 桃子 いさやま　ももこ 有田ジュニア 大分県
6GS 永渕 友梨華 ながふち　ゆりか 川上ジュニア 佐賀県
6GS 大石 夢陽 おおいし　まお 山家ウイングス 福岡県
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5GS 芳賀 凜歩 はが　りあ 石巻クラブ 宮城県
5GS 奥田 紗世 おくだ　さよ 帯広北栄ＪＢＣ 北北海道
5GS 阿部 未紀 あべ　みのり 滝川中央ジュニア 北北海道
5GS 木下 晴楽 きのした　せいら ノーススター釧路 北北海道
5GS 奈良岡 美羽 ならおか　みう 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 青森県
5GS 上野 優寿 うえの　ゆず 立川バドスポ少 山形県
5GS 佐藤 心彩 さとう　こころ ＧＰＷジュニア 福島県
5GS 関根 菜乃 せきね　なの 春日部白翔 埼玉県
5GS 小川 夕里花 おがわ　ゆりか 春日部白翔 埼玉県
5GS 山岸 真羽 やまぎし　まう 燕スポーツ少年団 新潟県
5GS 安村 紗来 やすむら　さら 高岡ジュニア 富山県
5GS 谷 心結 たに　みゆう 富山和合 富山県
5GS 廣瀬 綾夏 ひろせ　あやか 金沢ジュニア 石川県
5GS 長谷川 翼咲 はせがわ　つばさ 広幡バドキッズ 静岡県
5GS 古舘 美空 ふるたち　みそら 横須賀Ｊｒ． 愛知県
5GS 井上 梨海 いのうえ　りみ 大里東ジュニア 愛知県
5GS 鎌田 虹花 かまだ　にじか 美翔団ジュニア 三重県
5GS 加納 早柚美 かのう　さゆみ 唐崎ジュニア 滋賀県
5GS 相磯 慧 あいそ　けい 瓜破西ＳＳＣ 大阪府
5GS 小林 佳依 こばやし　かえ 佐用ＢＪＣ 兵庫県
5GS 渡邉 柚乃 わたなべ　ゆずの ＰＥＡＣＥ 岡山県
5GS 井上 美穂 いのうえ　みほ 下松ジュニアバドミントンクラブ 山口県
5GS 羽山 心陽 はやま　こはる 下松ジュニアバドミントンクラブ 山口県
5GS 西山 心音 にしやま　ここね 木太南 香川県
5GS 久保 愛実 くぼ　まなみ 八万ジュニア 徳島県
5GS 竹内 希優 たけうち　ののか たまひよじゅにあ 高知県
5GS 皆川 恵茉 みながわ　えま 小平ジュニア 東京都
5GS 中沢 莉子 なかざわ　りこ プライドＪｒ 栃木県
5GS 伴野 碧唯 ばんの　あおい ＮＯＣＫＳ 東京都
5GS 田中 美月 たなか　みつき 綾瀬ジュニア 神奈川県
5GS 原口 倖歩 はらぐち　ゆきほ 鹿児島飛翔 鹿児島県

5GS 松戸 海 まつど　うみ 鹿児島飛翔 鹿児島県
5GS 山下 空輝 やました　そら ＪＢＣ小倉 福岡県
5GS 平 純空 たいら　あやら 彩橋シャトル 沖縄県
5GS 阿波 芽衣咲 あなみ　めいさ 岡垣ジュニア 福岡県
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4GS 杉野 芙夏 すぎの　ふみか 帯広北栄ＪＢＣ 北北海道
4GS 吉田 奈未 よしだ　なみ 帯広北栄ＪＢＣ 北北海道
4GS 斎野 美結佳 さいの　みゆか 札幌北ジュニア 南北海道
4GS 畠山 来夢 はたけやま　らむ ハイタッチＪＢＣ 岩手県
4GS 板橋 ゆい いたばし　ゆい ＳＪＣ 宮城県
4GS 根立 妃菜妙 ねだち　ひなた 連坊ジュニア 宮城県
4GS 藤原 ほのか ふじはら　ほのか 所沢ジュニア 埼玉県
4GS 佐藤 文香 さとう　あやか はちみつＪｒ 新潟県
4GS 永森 百々花 ながもり　ももか 富山南ジュニア 富山県
4GS 浅野 楓歩 あさの　かほ 堀川南ジュニア 富山県
4GS 西 奏音 にし　かのん オールエイジＪｒ 石川県
4GS 五十右 帆香 いみぎ　ほのか 広幡バドキッズ 静岡県
4GS 河村 珠莉奈 かわむら　じゅりな ＮＯＣＫ 愛知県
4GS 高田 万智 たかだ　まち 石ヶ瀬 愛知県
4GS 大串 恋々奈 おおぐし　ここな ＮＯＣＫ 愛知県
4GS 東村 江莉 ひがしむら　えり ＦＡＮＡＴＩＣ 滋賀県
4GS 富田 琴音 とみた　ことね 吹田ジュニアコンドル 大阪府
4GS 池内 美音 いけうち　みお 西神ジュニアバドミントンクラブ 兵庫県
4GS 四宮 彩友佳 しのみや　あゆか ＰＥＡＣＥ 岡山県
4GS 沖本 愛音 おきもと　あのん 美鈴が丘ＪＢＣ 広島県
4GS 安達 華 あだち　はな あかねジュニアバドミントンクラブ 広島県
4GS 物部 幸 ものべ　さち 古高松 香川県
4GS 平田 瑞歩 ひらた　みずほ 古高松 香川県
4GS 水野 璃美 みずの　りよ Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ 愛媛県
4GS 橋爪 藍莉 はしづめ　あいり 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉県
4GS 田沢 めいな たざわ　めいな 所沢ジュニア 埼玉県
4GS 中野 日麗 なかの　ひより 伊勢崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬県
4GS 石川 るるう いしかわ　るるう たなしＭＡＸＪｒ 東京都
4GS 髙瀬 可菜 たかせ　かな アンビション 神奈川県
4GS 永久井 凜 ながくい　りん 都城スマッシュ 宮崎県
4GS 大場 心晴 おおば　こはる ＪＢＣ久留米 福岡県

4GS 村岡 由佳 むらおか　ゆりか 坂元少年団 鹿児島県
4GS 落合 桜詩 おちあい　みう 山家ウイングス 福岡県
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6BD 奥村 啓太 おくむら　けいた 北光少年団 北北海道
東海林 亮汰 しょうじ　りょうた 北光少年団 北北海道

6BD 吉田 一咲 よしだ　いっさ 東光小少年団 北北海道
高柳 雄大 たかやなぎ　ゆうた 東光小少年団 北北海道

6BD 西岡 晄希 にしおか　みつき 東光小少年団 北北海道
石山 蒼大 いしやま　そうた 東光小少年団 北北海道

6BD 澤田 宗里 さわだ　しゅり 弘前キッズバドミントンクラブ 青森県
林 瑛太 はやし　えいた 弘前キッズバドミントンクラブ 青森県

6BD 野呂 大地 のろ　だいち 常盤ジュニアバドミントンクラブ 青森県
三上 輝大 みかみ　こうだい 常盤ジュニアバドミントンクラブ 青森県

6BD 服部 有悟 はっとり　ゆうご 出羽バドミンタン 埼玉県
田口 諒之介 たぐち　りょうのすけ 出羽バドミンタン 埼玉県

6BD 品田 莉希 しなだ　りき 柏崎ジュニア 新潟県
植木 伸弥 うえき　しんや 柏崎ジュニア 新潟県

6BD 多田 壮希 ただ　そうま 栃尾ジュニア 新潟県
野村 宝 のむら　たから 栃尾ジュニア 新潟県

6BD 長田 勝幸 ながた　かつゆき 井口ジュニア 富山県
柳田 赳澄 やなぎだ　たけきよ 井口ジュニア 富山県

6BD 田中 優丞 たなか　ゆうすけ 勝山チャマッシュ 福井県
田中 陽丞 たなか　ようすけ 勝山チャマッシュ 福井県

6BD 因藤 将夢 いんどう　しょうむ はりーあっぷ 愛知県
三浦 壮太 みうら　そうた はりーあっぷ 愛知県

6BD 澤木 悠羽 さわき　ゆう 岡崎ジュニア 愛知県
田中 颯真 たなか　そうま 岡崎ジュニア 愛知県

6BD 渡邊 楓雅 わたなべ　ふうが 大里東ジュニア 愛知県
田辺 昂太郎 たなべ　こうたろう 大里東ジュニア 愛知県

6BD 松山 芽生 まつやま　めい 大垣市ＢＳＳ 岐阜県
三摩 優介 さんま　ゆうすけ 大垣市ＢＳＳ 岐阜県

6BD 中川 康平 なかがわ　こいうへい 唐崎ジュニア 滋賀県
山名 悠史 やまな　ゆうし 唐崎ジュニア 滋賀県

6BD 湯浅 敦貴 ゆあさ　あつき 長岡京市スポ少 京都府

細見 一平 ほそみ　いっぺい 長岡京市スポ少 京都府
6BD 松原 匠海 まつばら　たくみ ＫＯＭＡＴＳＵ 大阪府

政倉 大志 まさくら　たいし ＫＯＭＡＴＳＵ 大阪府
6BD 上田 大和 うえたやまと 西郷ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県

槇浦 瑠晟 まきうら　るい 西郷ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県
6BD 松﨑 大河 まつざき　たいが ＰＥＡＣＥ 岡山県

疋田 匡人 ひきだ　まさと ＰＥＡＣＥ 岡山県
6BD 寺田 清純 てらだ　きよずみ 永井ＢＣ 岡山県

甲田 一起 こうだ　かずき 永井ＢＣ 岡山県
6BD 藤川 煌士 ふじかわ　こうし 国分寺 香川県

今川 勇 いまがわ　いさむ 国分寺 香川県
6BD 豊口 颯大 とよぐち　そうた 香川スクール 香川県

清水 翼 しみず　つばさ 香川スクール 香川県
6BD 林 龍之介 はやし　りゅうのすけ 東雲ＢＳＳ 愛媛県

粟田 琉心 あわた　りゅうし 東雲ＢＳＳ 愛媛県
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6BD 野口 馳矢 のぐち　としや Ｓｅｌｆｉｓｈ 神奈川県
和川 竜也 わがわ　たつや Ｓｅｌｆｉｓｈ 神奈川県

6BD 椎名 洸介 しいな　こうすけ 三郷ダックス 埼玉県
笹島 悠瑚 ささじま　ゆうご 三郷ダックス 埼玉県

6BD 鈴木 大翔 すずき　はると 桜川Ｊｒ． 茨城県
中村 陸人 なかむら　りくと 桜川Ｊｒ． 茨城県

6BD 浅野 海斗 あさの　かいと 蓮田サウス 埼玉県
山岡 陸翔 やまおか　たかと 蓮田サウス 埼玉県

6BD 梅澤 翼 うめざわ　つばさ 練馬アドバンス 東京都
大國 正夢 おおくに　まさむ 練馬アドバンス 東京都

6BD 德重 瓢 とくしげ　ひさご 多久スポーツピア 佐賀県
山﨑 琉生 やまざき　りゅうせい 多久スポーツピア 佐賀県

6BD 江藤 友哉 えとうともや ブライアンズＦ 熊本県
堀内 暁仁 ほりうち　あきひと ブライアンズＦ 熊本県

6BD 松尾 駿吾 まつお　しゅんご 能古ジュニア 福岡県
増田 歩夢 ますだ　あゆむ 能古ジュニア 福岡県

6BD 鈴東 貴心 すずひがし　きしん 三股バードウイング 宮崎県
松田 宙大 まつだ　ひろと 三股バードウイング 宮崎県
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5BD 大木 陽生 おおき　ようせい 帯広ジュニア 北北海道
仁科 央雅 にしな　おうが 帯広ジュニア 北北海道

5BD 西浦 航 にしうら　こう ＳＡ東・羽倶楽部 南北海道
浜口 蒼太 はまぐち　そうた ＳＡ東・羽倶楽部 南北海道

5BD 若林 辰樹 わかばやし　たつき 函館ベアーズ 南北海道
若林 咲空 わかばやし　さく 函館ベアーズ 南北海道

5BD 北山 悠真 きたやま　ゆうま みゆきジュニアバドミントンクラブ 青森県
佐藤 由規 さとう　よしき みゆきジュニアバドミントンクラブ 青森県

5BD 中澤 悠太 なかざわ　ゆうた 塩竈ジュニア 宮城県
千葉 陽翔 ちば　はると 塩竈ジュニア 宮城県

5BD 星野 陽輝 ほしの　はるき ＴＥＡＭジュニア 埼玉県
五十嵐 公一 いがらし　こういち ＴＥＡＭジュニア 埼玉県

5BD 野村 佳吾 のむら　けいご 久喜ＡＢＣ 埼玉県
吉岡 篤希 よしおか　あつき 久喜ＡＢＣ 埼玉県

5BD 遠海 佑樹 とうみ　ゆうき つばめインパクト 新潟県
石原 凌駕 いしはら　りょうが つばめインパクト 新潟県

5BD 下島 煌大 しもじま　こうた 南木曽ジュニア 長野県
青木 一馬 あおき　かずま 南木曽ジュニア 長野県

5BD 木谷 翔太 きだに　しょうた 美川湊ジュニア 石川県
舟渡 啓斗 ふなわたし　けいと 美川湊ジュニア 石川県

5BD 谷山 優 たにやま　ゆう えちぜんジュニア 福井県
寺尾 大輝 てらお　だいき えちぜんジュニア 福井県

5BD 小林 司 こばやし　つかさ どんぐりジュニア 静岡県
鈴木 一嘉 すずき　いちか どんぐりジュニア 静岡県

5BD 石川 隼 いしかわ　はやと はりーあっぷ 愛知県
池田 純一朗 いけだ　じゅんいちろう はりーあっぷ 愛知県

5BD 小立 晃成 こだち　こうせい ドラゴンフライ 愛知県
片山 結太 かたやま　ゆうた ドラゴンフライ 愛知県

5BD 尾形 亮輔 おがた　りょうすけ ウィスタリアＪｒ 愛知県
平井 賢志 ひらい　まさし ウィスタリアＪｒ 愛知県

5BD 松原 幸平 まつばら　こうへい Ｐａｎａ－Ｊ 滋賀県
森野 亜楠 もりの　あなん Ｐａｎａ－Ｊ 滋賀県

5BD 山下 將太朗 やました　しょうたろう 京都ジュニア 京都府
山下 太雅 やました　たいが 京都ジュニア 京都府

5BD 中川 陵冴 なかがわ　りょうが Ｉｎｎｏｃｅｎｔ 兵庫県
藤原 逸生 ふじわら　いつき Ｉｎｎｏｃｅｎｔ 兵庫県

5BD 鈴木 創太 すずき　そうた Ｋａｍｉｓクラブ 鳥取県
森本 輝人 もりもと　きびと Ｋａｍｉｓクラブ 鳥取県

5BD 佐藤 楓真 さとう　ふうま 永井ＢＣ 岡山県
中村 圭吾 なかむら　けいご 永井ＢＣ 岡山県

5BD 瀬尾 隆文 せお　たかふみ フェニックス久松 広島県
大平 昊輝 おおひら　こうき フェニックス久松 広島県

5BD 中島 暖人 なかじま　はると 中央 香川県
南 敦斗 みなみ　あつと 中央 香川県

5BD 伊賀 悠人 いが　はると 綾川 香川県
大浦 健 おおうら　たける 綾川 香川県
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5BD 髙橋 遼眞 たかはし　はるま Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ 愛媛県
高橋 大雅 たかはし　たいが Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ 愛媛県

5BD 美濃 龍斗 みの　りゅうと 市川ジュニア 千葉県
坂本 結翔 さかもと　ゆいと 市川ジュニア 千葉県

5BD 大塚 海飛 おおつか　かいと 川越ジュニア 埼玉県
森田 倫晟 もりた　りんせい 川越ジュニア 埼玉県

5BD 武森 陽向 たけもり　ひなた 小平ジュニア 東京都
塩谷 朱雀 しおたに　すざく 小平ジュニア 東京都

5BD 岩佐 幸太郎 いわさ　こうたろう 八王子Ｋ・Ｂ 東京都
土屋 和志 つちや　かずし 八王子Ｋ・Ｂ 東京都

5BD 春木 俊平 はるき　しゅんぺい 岡垣ジュニア 福岡県
牧野 隆希 まきの　りゅうき 岡垣ジュニア 福岡県

5BD 鳩宿 瞬 はとや　しゅん 鹿児島ジュニア 鹿児島県
鳩宿 遼 はとや　りょう 鹿児島ジュニア 鹿児島県

5BD 鬼塚 新 おにつか　しん 宮地ジュニア 熊本県
中村 大雅 なかむら　たいが 宮地ジュニア 熊本県

5BD 山下 響生 やました　ひびき 海老津ジュニア 福岡県
松岡 大輝 まつおか　だいき 海老津ジュニア 福岡県
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4BD 鈴木 武尊 すずき　たける 帯広ジュニア 北北海道
石田 大智 いしだ　たいち 帯広ジュニア 北北海道

4BD 相馬 瑠生 そうま　るい 旭川高台少年団 北北海道
相馬 獅生 そうま　れお 旭川高台少年団 北北海道

4BD 田名田 瑛太 たなだ　えいた 聚富ジュニア 南北海道
高森 蒼羽 たかもり　あおば 聚富ジュニア 南北海道

4BD 三ツ橋 大吾 みつはし　だいご 弘前キッズバドミントンクラブ 青森県
斎藤 那央 さいとう　なお 弘前キッズバドミントンクラブ 青森県

4BD 後藤 優月 ごとう　ゆづき 八峰ＢＣ 秋田県
三輪 直汰 みわ　なおた 八峰ＢＣ 秋田県

4BD 菊地 穂高 きくち　ほだか 久喜ＡＢＣ 埼玉県
伊藤 太陽 いとう　たいよう 久喜ＡＢＣ 埼玉県

4BD 松岡 夏輝 まつおか　なつき 蓮田サウス 埼玉県
榎本 和司 えのもと　かずし 蓮田サウス 埼玉県

4BD 須川 凌匠 すがわ　りょうた 富山和合 富山県
井村 蓮次 いむら　れんじ 富山和合 富山県

4BD 槇谷 一晟 まきたに　いっせい 新湊カモンＳＣ 富山県
長谷川 蓮 はせがわ　れん 新湊カモンＳＣ 富山県

4BD 四柳 佑真 よつやなぎ　ゆうま ｓｈｉｎｓｈｉｎ 石川県
北野 陽彩 きたの　ひいろ ｓｈｉｎｓｈｉｎ 石川県

4BD 山本 洸大 やまもと　こうた えちぜんジュニア 福井県
川田 琉斗 かわだ　りゅうと えちぜんジュニア 福井県

4BD 坂本 羽琉 さかもと　はる ＳＧＵジュニア 愛知県
粂野 駿 くめの　しゅん ＳＧＵジュニア 愛知県

4BD 坂野 開俐 ばんの　かいり はりーあっぷ 愛知県
石川 剛 いしかわ　たける はりーあっぷ 愛知県

4BD 花堂 里空 はなどう　りく はりーあっぷ 愛知県
松下 遼佑 まつした　りょうすけ はりーあっぷ 愛知県

4BD 甲林 哩直 こうばやし　りお 大垣市ＢＳＳ 岐阜県
野田 千瑛 のだ　ちあき 大垣市ＢＳＳ 岐阜県

4BD 吉田 結斗 よしだ　ゆいと 仰木の里ジュニア 滋賀県

辻村 應介 つじむら　おうすけ 仰木の里ジュニア 滋賀県
4BD 松原 知哉 まつばら　ともや ＫＯＭＡＴＳＵ 大阪府

新田 大晃 にった　ひろあき ＫＯＭＡＴＳＵ 大阪府
4BD 恒岡 優多 つねおか　ゆうた ポテトチップス 兵庫県

恒岡 陽多 つねおか　はるた ポテトチップス 兵庫県
4BD 上田 蒼斎 うえだ　そうし 産体ジュニア 鳥取県

花本 雷軌 はなもと　らいき 産体ジュニア 鳥取県
4BD 高橋 伸 たかはし　しん 西郷ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県

秋久 侑貴 あきひさ　ゆうき 西郷ジュニアバドミントンクラブ 鳥取県
4BD 加本 逸真 かもといっしん おろちクラブ 島根県

竹田 悠希 たけだゆうき おろちクラブ 島根県
4BD 安藤 優生 あんどう　ゆい 綾川 香川県

詫間 陽斗 たくま　はると 綾川 香川県
4BD 田中 悠琉 たなか　はる 香川スクール 香川県

土居 琉聖 どい　りゅうせい 香川スクール 香川県
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4BD 西 奏祐 にし　そうすけ 富田ジュニア 徳島県
行部 有航 ぎょうぶ　ゆく 富田ジュニア 徳島県

4BD 石井 春馬 いしい　はるま 渋谷ジュニア 東京都
山口 拓 やまぐち　たく 渋谷ジュニア 東京都

4BD 殿畑 玲人 とのはた　れいと 綾瀬ジュニア 神奈川県
岩瀬 剛大 いわせ　こうだい 綾瀬ジュニア 神奈川県

4BD 北川 蓮梧 きたがわ　れんご みはら 栃木県
荒木 悠乃介 あらき　ゆうのすけ みはら 栃木県

4BD 内藤 遥希 ないとう　はるき 川越ジュニア 埼玉県
稲川 達士 いながわ　たつし 川越ジュニア 埼玉県

4BD 濱口 虎太郎 はまぐち　こたろう 岡垣ジュニア 福岡県
栁 克弥 やなぎ　かつや 岡垣ジュニア 福岡県

4BD 松尾 恵介 まつお　けいすけ 春日ジュニア 福岡県
花田 大維司 はなだ　たいし 春日ジュニア 福岡県

4BD 山下 蒼介 やました　そうすけ 北部ジュニア 熊本県
中川 悠 なかがわ　ゆう 北部ジュニア 熊本県

4BD 加藤 稜貴 かとう　りょうき ひなときクラブ 長崎県
中野 海翔 なかの　かいと ひなときクラブ 長崎県
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6GD 柿崎 結 かきざき　ゆい 東光小少年団 北北海道
徳永 結妃 とくなが　ゆうひ 東光小少年団 北北海道

6GD 三島 美誉 みしま　みよ 帯広栄 北北海道
棚木 彩圭 たなき　あやか 帯広栄 北北海道

6GD 中村 悠良 なかむら　ゆら 遠軽少年団 北北海道
本田 すず ほんだ　すず 遠軽少年団 北北海道

6GD 木村 ひなの きむら　ひなの 横倉ジュニア 宮城県
鈴木 愛香 すずき　まなか 横倉ジュニア 宮城県

6GD 安田 美咲 やすだ　みさき 横倉ジュニア 宮城県
山﨑 遥陽 やまざき　はるひ 横倉ジュニア 宮城県

6GD 中野 結愛 なかの　ゆりあ 米沢南部ＪＢＣ 山形県
髙橋 心 たかはし　ここ 米沢南部ＪＢＣ 山形県

6GD 佐藤 玲 さとう　れい 阿賀野ジュニア 新潟県
渡邊 暖花 わたなべ　ほのか 阿賀野ジュニア 新潟県

6GD 木澤 仁那 きざわ　にいな はちみつＪｒ 新潟県
笹川 茉愛 ささがわ　まな はちみつＪｒ 新潟県

6GD 加藤 里奈 かとう　りな 新湊ジュニア 富山県
濱谷 和桜 はまたに　なぎさ 新湊ジュニア 富山県

6GD 南森 杏 みなみもり　あん 美川湊ジュニア 石川県
吉川 彩羽 よしかわ　いろは 美川湊ジュニア 石川県

6GD 縣 明日香 あがた　あすか はりーあっぷ 愛知県
馬場 こころ ばんば　こころ はりーあっぷ 愛知県

6GD 門川 季 かどかわ　いち 長久手ジュニア 愛知県
水野 有梨 みずの　ゆうり 長久手ジュニア 愛知県

6GD 中尾 心晴 なかお　こはる 長久手ジュニア 愛知県
内山 莉緒 うちやま　りお 長久手ジュニア 愛知県

6GD 武仲 沙緒莉 たけなか　さおり 岐南ジュニアＢＣ 岐阜県
東江 走 あがりえ　らん 岐南ジュニアＢＣ 岐阜県

6GD 辻村 心菜 つじむら　ここな エミーバドミントンクラブ 滋賀県
佐々木 菜緒 ささき　なお エミーバドミントンクラブ 滋賀県

6GD 梅谷 彩加 うめたに　あやか 加古川ＪＢＣ 兵庫県

砂原 沙和 すなはら　さわ 加古川ＪＢＣ 兵庫県
6GD 中村 結愛 なかむら　ゆあ 橿原ジュニア 奈良県

中村 望愛 なかむら　のあ 橿原ジュニア 奈良県
6GD 河村 光陽 かわむら　ひかり Ｋａｍｉｓクラブ 鳥取県

嶋田 悠希 しまだ　ゆうき Ｋａｍｉｓクラブ 鳥取県
6GD 永谷 香歩 ながたにかほ おろちクラブ 島根県

吉田 梨紗 よしだりさ おろちクラブ 島根県
6GD 武田 朱莉 たけだ　しゅり 東野ＳＢＣ 広島県

野田 渚 のだ　なぎさ 東野ＳＢＣ 広島県
6GD 石丸 柚 いしまる　ゆず 香川スクール 香川県

田中 美沙希 たなか　みさき 香川スクール 香川県
6GD 曽我部 柚羽 そがべ　ゆずは 中萩ＪＢＣ 愛媛県

篠原 多輝 しのはら　たき 中萩ＪＢＣ 愛媛県
6GD 川窪 里衣彩 かわくぼ　りいさ 春野ジュニア 高知県

中島 愛奈 なかじま　あいな 春野ジュニア 高知県
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6GD 沼田 唯李 ぬまた　ゆい 所沢ジュニア 埼玉県
伊東 陽南 いとう　はるな 所沢ジュニア 埼玉県

6GD 山北 莉緒 やまきた　りお 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉県
長谷川 葉月 はせがわ　はづき 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ 埼玉県

6GD 山中 杏哩 やまなか　あんり 青梅ジュニア 東京都
森田 七海 もりた　ななみ 青梅ジュニア 東京都

6GD 白鳥 玲菜 しらとり　れいな 春日部白翔 埼玉県
松﨑 玲奈 まつざき　れな 春日部白翔 埼玉県

6GD 渡辺 莉音 わたなべ　りおん 青葉ジュニア 神奈川県
小野 苺彩 おの　まいあ 青葉ジュニア 神奈川県

6GD 岩間 夕奈 いわま　ゆな 高崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬県
高田 季里花 たかだ　きりか 高崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

6GD 金生 七海 かのお　ななみ ＣＯＬＯＲＳ 福岡県
向江 悠伽 むかえ　はるか ＣＯＬＯＲＳ 福岡県

6GD 牛ノ濱 ひなた うしのはま　ひなた 鹿児島ジュニア 鹿児島県
堂園 せりあ どうぞの　せりあ 鹿児島ジュニア 鹿児島県

6GD 工藤 和奏 くどう　わかな Ｆｌｏｗｅｒｓ 長崎県
工藤 葵 くどう　あおい Ｆｌｏｗｅｒｓ 長崎県

6GD 前山 夏里奈 まえやま　かりな 川上ジュニア 佐賀県
楠原 世音 くすはら　せのん 川上ジュニア 佐賀県
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5GD 江刺 百暖 えさし　ももの 東光小少年団 北北海道
佐藤 圭 さとう　けい 東光小少年団 北北海道

5GD 岡田 萌愛 おかだ　もな 帯広栄 北北海道
渋谷 侑愛 しぶや　ゆめ 帯広栄 北北海道

5GD 村上 志穏 むらかみ　しおん 旭川東栄 北北海道
堀籠 りりい ほりごめ　りりい 旭川東栄 北北海道

5GD 佐藤 もも音 さとう　ももね 横倉ジュニア 宮城県
渡部 友里乃 わたなべ　ゆりの 横倉ジュニア 宮城県

5GD 遠藤 咲希乃 えんどう　さきの 連坊ジュニア 宮城県
渡邉 陽彩 わたなべ　ひいろ 連坊ジュニア 宮城県

5GD 小黒 咲良 おぐろ　さくら ＧＰＷジュニア 福島県
長谷川 美羽 はせがわ　みう ＧＰＷジュニア 福島県

5GD 平山 愛唯 ひらやま　めい 蓮田サウス 埼玉県
渡邊 乃麻 わたなべ　のあ 蓮田サウス 埼玉県

5GD 関田 郁帆 せきた　かほ 出羽バドミンタン 埼玉県
手塚 咲結 てづか　みゆ 出羽バドミンタン 埼玉県

5GD 玉木 清良 たまき　きよら はちみつＪｒ 新潟県
阿部 茉優佳 あべ　まゆか はちみつＪｒ 新潟県

5GD 筒井 藍来 つつい　あいる 豊田スポ少 富山県
中川 栞奈 なかがわ　かんな 豊田スポ少 富山県

5GD 道上 日葵 みちかみ　ひなた 富山南ジュニア 富山県
瀬山 乃愛 せやま　のあ 富山南ジュニア 富山県

5GD 大嶋 彩知那 おおしま　いちな 足羽ジュニア 福井県
髙地 凜愛 たかち　りのん 足羽ジュニア 福井県

5GD 宮﨑 結舞 みやざき　ゆま 師勝ジュニア 愛知県
樫尾 雫玖 かしお　しずく 師勝ジュニア 愛知県

5GD 熊谷 南虹 くまがい　なこ たんぽぽＢ．Ｃ 愛知県
山本 樹実 やまもと　じゅみ たんぽぽＢ．Ｃ 愛知県

5GD 福西 陽奈乃 ふくにし　ひなの 小俣スポ少 三重県
谷田 楓華 たにだ　ふうか 小俣スポ少 三重県

5GD 大迫 のえ おおさこ　のえ 大垣安井 岐阜県

中島 芭瑠 なかしま　はる 大垣安井 岐阜県
5GD 早瀬 ことみ はやせ　ことみ 唐崎ジュニア 滋賀県

永谷 楓 ながたに　かえで 唐崎ジュニア 滋賀県
5GD 射庭 紀乃 いば　ことの 長岡京市スポ少 京都府

岩井 葵晴 いわい　あおば 長岡京市スポ少 京都府
5GD 中島 彩寧 なかしま　あかね 加古川ＪＢＣ 兵庫県

大歳 真乃奏 おおとし　まのか 加古川ＪＢＣ 兵庫県
5GD 岡田 和奏 おかだわかな おろちクラブ 島根県

川上 紗矢 かわかみさや おろちクラブ 島根県
5GD 浪松 美緒 なみまつ　みお 防府ジュニアバドミントンクラブ 山口県

石田 向日葵 いしだ　ひまり 防府ジュニアバドミントンクラブ 山口県
5GD 古田 紗也 ふるた　さや 下松ジュニアバドミントンクラブ 山口県

内山 蘭 うちやま　らん 下松ジュニアバドミントンクラブ 山口県
5GD 藤本 香穂 ふじもと　かほ 志度 香川県

笠井 聖來 かさい　きよら 志度 香川県
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5GD 安倍 萌愛 あべ　もあ 白鳥 香川県
澤地 優奈 さわじ　ゆな 白鳥 香川県

5GD 菅 星凛 かん　あかり Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ 愛媛県
近藤 優羽 こんどう　ゆわ Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ 愛媛県

5GD 中村 羽奈 なかむら　はな ハルトノクラブ 茨城県
青山 ひかり あおやま　ひかり ハルトノクラブ 茨城県

5GD 吉野 羽都希 よしの　はづき 練馬アドバンスＪｒ 東京都
梅澤 唯花 うめざわ　ゆいか 練馬アドバンスＪｒ 東京都

5GD 薗田 優奈 そのだ　ゆうな 青梅ジュニア 東京都
渡邉 杏梨 わたなべ　あんり 青梅ジュニア 東京都

5GD 小原 南実 こはら　みなみ 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県
平木 結千佳 ひらき　ゆちか 鳩ヶ谷ウイングス 埼玉県

5GD 馬場 結渚 ばば　ゆいな 川内ジュニア 鹿児島県
横路 昊和 よこじ　ひより 川内ジュニア 鹿児島県

5GD 野元 あい のもと　あい 大明丘少年団 鹿児島県
白田 絢音 しらた　あやね 大明丘少年団 鹿児島県

5GD 淡路 佳乃 あわじ　よしの 藤田研究所 宮崎県
古谷 詩薗 こたに　しおん 藤田研究所 宮崎県

5GD 梶原 花南 かじわら　はな ＣＯＬＯＲＳ 福岡県
水田 杏那 みずた　あんな ＣＯＬＯＲＳ 福岡県
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4GD 関野 莉子 せきの　りこ 札幌ＢＥＡＮＳ 南北海道
川島 愛美 かわしま　えみ 札幌ＢＥＡＮＳ 南北海道

4GD 中居 胡桃 なかい　くるみ 港南飛翔ジュニア 南北海道
黒瀬 結菜 くろせ　ゆな 港南飛翔ジュニア 南北海道

4GD 井上 叶蓮 いのうえ　かれん 北斗上磯ジュニア 南北海道
山本 羽菜 やまもと　うな 北斗上磯ジュニア 南北海道

4GD 大釜 心蘭 おおかま　みらん マジッポズジュニアバドミントンクラブ 青森県
磯野 瑠南 いその　るな マジッポズジュニアバドミントンクラブ 青森県

4GD 工藤 梨紗 くどう　りさ 大鰐ジュニアＢＣ 青森県
工藤 光桜 くどう　さくら 大鰐ジュニアＢＣ 青森県

4GD 佐々木 桃子 ささき　ももこ 北上ジュニア 岩手県
鈴木 菜々心 すずき　ななみ 北上ジュニア 岩手県

4GD 山田 芽依 やまだ　めい 蓮田サウス 埼玉県
篠原 美乃里 しのはら　みのり 蓮田サウス 埼玉県

4GD 澤登 茉生 さわのぼり　まい 蓮田サウス 埼玉県
竹澤 亜美 たけざわ　あみ 蓮田サウス 埼玉県

4GD 斎藤 ゆり乃 さいとう　ゆりの ＳＳモンキー 新潟県
川崎 沙菜 かわさき　さな ＳＳモンキー 新潟県

4GD 前田 仁愛 まえだ　にな はちみつＪｒ 新潟県
成澤 日彩 なりさわ　ひいろ はちみつＪｒ 新潟県

4GD 中村 美琴 なかむら　みこと 栃尾ジュニア 新潟県
佐藤 仁南 さとう　にな 栃尾ジュニア 新潟県

4GD 山口 柚歩 やまぐち　ゆずほ 国府ジュニア 石川県
尾田 心遥 びた　ここは 国府ジュニア 石川県

4GD 黒田 遥香 くろだ　はるか 広幡バドキッズ 静岡県
松浦 愛珠 まつうら　あず 広幡バドキッズ 静岡県

4GD 本橋 歩奈 もとはし　あゆな アドバンスｊｒ 愛知県
濵見 杏奈 はまみ　あんな アドバンスｊｒ 愛知県

4GD 溝口 恵望 みぞぐち　めぐみ 小俣スポ少 三重県
吉村 柚希 よしむら　ゆずき 小俣スポ少 三重県

4GD 清水 このは しみず　このは 岐南ジュニアＢＣ 岐阜県

白川 倖 しらかわ　さわ 岐南ジュニアＢＣ 岐阜県
4GD 眞泉 果央 まいずみ　かお 久御山 京都府

近藤 愛未 こんどう　あみ 久御山 京都府
4GD 井 優愛 い　ゆうあ ＳＪＢＣ 兵庫県

林 奈未 はやし　なみ ＳＪＢＣ 兵庫県
4GD 進藤 千暖 しんどう　ちはる 西神ジュニアバドミントンクラブ 兵庫県

玉利 夏凜 たまり　かりん 西神ジュニアバドミントンクラブ 兵庫県
4GD 稲田 海月 いなだ　みつき ＰＥＡＣＥ 岡山県

藤田 美祐 ふじた　みゆう ＰＥＡＣＥ 岡山県
4GD 関山 華乃 せきやま　かの 東野ＳＢＣ 広島県

武田 陽彩 たけだ　ひいろ 東野ＳＢＣ 広島県
4GD 富田 琴子 とみた　ことこ Ｂｅｅｋｉｄｓ 山口県

兼子 結衣 かねこ　ゆい Ｂｅｅｋｉｄｓ 山口県
4GD 宗光 葉奈 むねみつ　はな 香川スクール 香川県

大山 萌花 おおやま　もえか 香川スクール 香川県
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4GD 久門 莉穂 くもん　りほ 久万アトムズ 愛媛県
渡部 佑由葉 わたなべ　ゆゆは 久万アトムズ 愛媛県

4GD 田中 心智 たなか　みさと 横内ＪＢＣ 高知県
松田 風花 まつだ　ふうな 横内ＪＢＣ 高知県

4GD 田沢 しいな たざわ　しいな 所沢ジュニア 埼玉県
小澤 妃南 こざわ　ひな 所沢ジュニア 埼玉県

4GD 柳下 璃央 やなぎした　りお 横浜白山バドミントンＳＳ 神奈川県
長原 里紗 ながはら　りさ 横浜白山バドミントンＳＳ 神奈川県

4GD 伊藤 ひより いとう　ひより 伊勢崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬県
土屋 愛莉 つちや　めり 伊勢崎ジュニアバドミントンクラブ 群馬県

4GD 田村 蘭 たむら　らん 神明ジュニア 群馬県
柏瀬 天芳 かしわせ　そらは 神明ジュニア 群馬県

4GD 益満 小蘭 ますみつ　こらん 海老津ジュニア 福岡県
水原 七菜 みずはら　なな 海老津ジュニア 福岡県

4GD 川野 愛奈 かわの　あんな 岡垣ジュニア 福岡県
今長谷 美空 いまはせ　みく 岡垣ジュニア 福岡県

4GD 古賀 梨花 こが　りんか 春日イーグルス 福岡県
岩下 芽愛 いわした　めい 春日イーグルス 福岡県

4GD 金城 芙羽子 きんじょう　ふうこ 糸満ジュニア 沖縄県
平良 優奈 たいら　ゆな 糸満ジュニア 沖縄県


