
種目 チーム 監督
かわい　　おさむ いぬじま　けいこ かまだ　ちえこ いぬじま　こうすけ かたやま　ひろと のむら　はるき こじま　こうき かまだ　しげぞう あつみ　せな きくち　しょうた おおやま　かずき たにぐち　こうせい

川合 修 犬嶋 恵子 鎌田 千恵子 犬嶋 宏介⑤ 片山 裕翔⑤ 野村 波輝⑤ 小島 滉貴⑤ 鎌田 茂蔵⑤ 渥美 世納⑤ 菊地 翔太⑤ 大山 一樹③ 谷口 康生②
せとう　けい たけした　みき おいかわ　ゆうこ せきね　いっせい おいかわ　れおん せとう　さとし えつかわ　しょう おおくぼ　まなと すえなが　けんたろう しも　りょうたろう のろ　ひでのり たけした　けいじ しも　れんじろう

瀬藤 敬 武下 美希 及川 由子 関根 一誠⑥ 及川 令穏⑥ 瀬藤 智史⑤ 越川 匠⑤ 大久保 真人⑤ 末永 健太郎⑤ 下 亮太郎⑤ 野呂 英賢④ 武下 佳司④ 下 廉次郎③
うえまつ　まさよし あべ　たかひろ たまて　まさや あべ　ようへい つかべ　けいご たまて　かける あんどう　りゅうせい つかべ　ゆうご たまて　そら いのうえ　りょうた

植松 誠義 阿部 隆弘 玉手 将弥 阿部 耀平⑥ 塚邉 啓冴⑥ 玉手 翔⑤ 安藤 颯晟④ 塚邉 悠冴④ 玉手 天③ 井上 椋太③
ひきち　よしかず うらやま　ていじ くどう　しげひろ しまぬき　はると たかはし　なおき しぶや　ひろき さとう　みつる なりさわ　げんた おがさわら　そうた ゆい　はやと しまぬき　たけり なりさわ　じゅんた いしざわ　たいち

曵地 由和 浦山 貞二 工藤 重廣 島貫 陽仁⑥ 髙橋 直希⑥ 渋谷 啓騎⑥ 佐藤 実瑠⑥ 成澤 元太⑥ 小笠原 爽太⑤ 油井 颯飛④ 島貫 壮陸④ 成澤 純太④ 石沢 太一②
さとう　しんいち さがわ　のぶお やすだ　よしなり さとう　せいや さくま　たけひろ あそ　ともき さがわ　りょう おおうち　まさや いしい　まさと さがわ　ひかる やすだ　いっせい さくま　あつひろ おおうち　ゆうや

佐藤 進一 佐川 伸雄 安田 吉成 佐藤 聖哉⑥ 佐久間 健大⑤ 安増 智喜⑤ 佐川 稜⑤ 大内 雅也⑤ 石井 政人⑤ 佐川 光③ 安田 逸晟③ 佐久間 敦大② 大内 悠矢②
こみね　たけひろ いいずみ　てつや いとう　まさひろ いとう　そうま しが　ひかる まつなが　こうじ いいずみ　だいち ひさまつ　りく つかもと　なおふみ こみね　たいせい みき　はやと

小峯 岳央 飯泉 哲也 伊藤 昌広 伊藤 聡馬⑥ 志賀 光⑥ 松永 晃治⑥ 飯泉 大地⑤ 久松 陸④ 塚本 直史④ 小峯 泰成② 三木 颯斗②
ももせ　よしかず まえだ　あきこ とみた　かおる とみた　けんと まえだ　ひろあき すずき　ゆうと たなはし　いつと まつおか　はやと たかはし　なおゆき ひらた　はるひ みのぐち　しゅん たかの　けんと

百瀬 義和 前田 亜紀子 富田 薫 富田 剣斗⑥ 前田 寛明⑥ 鈴木 悠人⑥ 棚橋 一翔⑥ 松岡 駿斗⑤ 高橋 尚幸⑤ 平田 暖陽④ 美濃口 舜③ 高野 賢斗③
あさの　こうじ やぎさわ　ゆうた ごとう　やすこ ごとう　あきひろ すずき　かい すずき　あすか あさの　りょうた くりやま　こうた なかしず　ゆうと やぎさわ　けんすけ かましま　いずる おおはし　よしひと まつもと　かずひろ

浅野 浩司 八木澤 裕太 後藤 靖子 後藤 瑛大⑥ 鈴木 魁⑥ 鈴木 飛鷹⑥ 浅野 涼太⑤ 栗山 幸太④ 中静 悠斗③ 八木澤 賢翼② 釜島 唯鶴④ 大橋 佳史⑤ 松本 一優②
ままだともこ さいとうなおひと すとうまさひろ すぎもとはるき まつもとゆう しみずじゅんじ よしだけんや こばやしふうが いとだたくま むぎくらごうた すとうすばさ そくまそう かわかみゆうた

間々田知子 斎藤尚仁 須藤昌弘 杉本晴輝⑥ 松本悠⑥ 清水淳司⑥ 吉田賢矢⑥ 小林楓河⑥ 糸田拓真⑤ 麥倉豪太⑤ 須藤大翔④ 奥間蒼④ 河上悠大③
ふじぬま　りょういち おおさわ　かずゆき あそう　まさかず おおさわ　ふみかず とみた　なるき とみた　こうき ゆもと　れん みずむら　けんと ふくい　やまと こかぶ　だいち しみず　ると きむら　いちご いけがみ　よしやす

藤沼 良一 大澤 一之 阿相 正和 大澤 史和⑥ 富田 成貴⑥ 富田 光貴⑥ 湯本 蓮⑥ 水村 健人⑤ 福井 大翔⑤ 古株 大智④ 清水 瑠斗④ 木村 一護② 池上 義康②
いのうえ　やすとし かざま　けんじ ひらた　ふみお うえの　りょうた はまだ　しゅんや やまおか　ときほ せいの　てっぺい よこさわ　ふうと ちば　たいち やまおか　たかと

井上 泰年 風間 健二 平田 文雄 上野 稜大⑥ 浜田 隼弥⑥ 山岡 陸歩⑤ 清野 徹平⑤ 横沢 颯人⑤ 千葉 太一③ 山岡 陸翔①
ばん　かつみ やなぎはら　こうじ ふじた　なつこ たにがわ　りょうご なかがわ　そうた たぐち　せいや はやし　けんご やなぎはら　しゅうた ふじた　　かい あらき　じんのすけ

伴 克己 柳原浩司 藤田 夏子 谷川 僚吾⑥ 中川 創太⑥ 田口 聖也⑥ 林 顕吾⑤ 柳原 秀太⑤ 藤田 櫂④ 荒木 仁之介④

きど　ともゆき きど　やすこ あおき　たかのり くまがい　ゆうた たかぎ　しょういち みずたに　ゆうた なわた　りく はしむら　ゆうと あおき　こうめい しのはら　せんいち のむら　あゆむ みずたに　ともや

城戸 友行 城戸 康子 青木 孝徳 熊谷 裕太⑥ 高城 翔一⑥ 水谷 結太⑥ 縄田 理玖⑤ 橋村 優翔⑤ 青木 洸明④ 篠原 仙一④ 野村 歩夢③ 水谷 友弥③
のぐちさとし こみやまさきえ たまきとしや のぐちしょうへい おばらひかる やながわれん たにやけいしゅん ごうだしょうた のぐちしゅんぺい やながわるい こみやまかずと ふくしまこうき すずきたいが

野口 聡 小見山 咲枝 玉木 利弥 野口 翔平⑥ 小原 輝⑥ 柳川 蓮⑥ 谷屋 慧隼⑥ 合田 翔太⑤ 野口 駿平④ 柳川 瑠生④ 小見山 和斗③ 福島 幸輝② 鈴木 泰芽②
なかやま　ひろあき なかやま　ともこ たしろ　あつし すずか　こういちろう たかの　ゆうすけ まつだ　はるき みやなり　のぞむ きぬがさ　ゆうた たしろ　りくと すずか　かずみ ひので　かずひさ ふじ　のぞむ たしろ　しゅんや

中山 廣明 中山 朋子 田代 篤史 鈴鹿 航一朗⑥ 髙野 佑介⑥ 松田 波輝⑥ 宮成 望⑥ 衣笠 悠汰⑤ 田代 陸人⑤ 鈴鹿 航未④ 日出 和寿④ 藤 望夢④ 田代 隼也②
まえた　としいち あいだ　よしみ かわかみ　たくみ さいとう　りょうま ささき　だいき こうえ　しょうご なかやま　ゆいと おおやま　とあ ひきの　かいり やましろ　たくや むらかみ　こうき

前田 俊一 相田 好美 鴻江 幸宏 川上 匠⑥ 齊藤 涼磨⑥ 佐々木 大樹⑤ 鴻江 翔伍⑤ 中山 結斗⑤ 大山 翔愛⑤ 引野 海里⑤ 山城 拓也③ 村上 光希③
ほりかわ　かずこ しいや　けんじ すがい　けんじ みうら　りく たけだ　みつき しぶや　しゅんすけ しいや　けんすけ どい　こういちろう わたなべ　れおん すがい　こうじ おがわ　はるか つちだ　まなと しいや　りょうすけ

堀川 和子 椎谷 健二 菅井 健司 三浦 璃久⑥ 武田 光希⑥ 渋谷 駿介⑥ 椎谷 健佑⑥ 土居 幸一郎⑤ 渡辺 麗音④ 菅井 康司④ 小川 遼④ 土田 愛翔③ 椎谷 亮佑③
まつざわ　としみ しみず　まさる なかむら　やすひろ おざわ　りゅうせい きりゅう　ゆうが しまざき　こうき ふじもり　ともや なかむら　ともき こじま　こたろう こばやし　ちひろ やすい　りお からき　しん よこた　らいは

松澤 利美 清水 勝 中村 保宏 小澤 琉晟⑥ 桐生 悠雅⑥ 島崎 広暉⑥ 藤森 智哉⑥ 中村 智希⑤ 小島 袴太郎⑤ 小林 千洋⑤ 保井 俐音⑤ 唐木 伸④ 横田 来波④
にしもと　ゆきお はおか　かずよし しま　たかはる おく　ゆうた たけうち　かんた おおた　しゅんや ふじた　ゆうご かわだ　こうたろう うちだ　すいげん みずの　りと たけうち　こうせい

西本 幸夫 羽岡 万善 島 貴晴 奥 優汰⑥ 竹内 寛太⑥ 大田 隼也⑤ 藤田 勇吾⑤ 川田 耕太郎⑤ 内田 崇元④ 水野 吏都③ 竹内 幸生③
きむら　まさゆき しば　こうすけ こまい　けいこ いした　ゆうと わかさ　らいき こまい　はやと てらい　たつや ふじたに　たいが にしむら　ゆうたろう なかわたせ　みつき みやもと　かずき まるやま　たくみ すずき　ひかる

木村 正之 芝 孝介 駒井 慶子 石田 悠斗⑥ 若狭 来希⑥ 駒井 颯斗⑥ 寺井 達哉⑥ 藤谷 泰雅⑤ 西村 勇汰郎⑤ 中渡瀬 充吉⑤ 宮本 和輝⑤ 丸山 拓海④ 鈴木 輝②
いのいえ　ひろし いしもと　あきお よしだ　しげあき いしもと　なお こしの　ともき ほんだ　こたろう いのいえ　ゆうき しみず　りくや わく　かいと いしもと　あいと かじ　しゅんき かわつ　かずさ かとう　てつや

井家 洋 石本 明男 吉田 茂昭 石本 真生⑥ 越野 智喜⑥ 本田 瑚太郎⑥ 井家 悠貴⑤ 清水 陸哉⑤ 和久 海斗⑤ 石本 藍利④ 鍜冶 駿樹④ 河津 和冴④ 加藤 徹哉③
てらそま　しげかず なかむら　なおひと ふくしま　やすひろ たけざわ　ようせい せきぐち　たいき なかや　いっしん くろかわ　ようへい たけの　たすく はせべ　よう ふくしま　いつき おおた　とうま たなか　ゆうと みなみ　ともろう

寺杣 茂和 中村 尚人 福島 康宏 竹澤 陽生⑥ 関口 大毅⑥ 中谷 壱心⑥ 黒川 陽平⑥ 竹野 輔⑤ 長谷部 陽⑤ 福島 伊槻⑤ 大田 透真⑤ 田中 優斗④ 南 智郎③
こしだ　こうぞう おかだ　ただお ふじい　けんいち おくやま　あきなり たかむら　けんたろう いがらし　しょう ふじい　あると たにやま　ひであき やまぎし　ひろやす やまもと　かん かがわ　たいき おおにし　こたろう

越田 晃三 岡田 忠男 藤井 憲一 奥山 晃成⑥ 高村 健太郎⑥ 五十嵐 翔⑥ 藤井 天翔⑤ 谷山 英彰⑤ 山岸 大泰⑤ 山本 侃④ 加賀川 太希④ 大西 胡太郎③

いで　　やすお すみや　　やすこ かつまた　　めぐみ のむら　ゆうき さの　がくと わたなべ　そら ごとう　ゆうと いで　ゆうじろう うえはら　たいが えんどう　りゅう かつまた　しょうや しおかわ　まさき かつまた　ゆうは

井出 裕雄 角谷 泰子 勝又 恵 野村 優輝⑥ 佐野 覚斗⑥ 渡辺 空⑥ 後藤 悠斗⑥ 井出 祐次郎⑤ 上原 大河⑤ 遠藤 龍⑤ 勝又 翔哉③ 塩川 真輝③ 勝又 悠翔①
ながいよしお おおたえいじ こんどうひでこ あおやまるい いけむらなおと こんどうかいゆう すずたまさき おおつそうへい かこしょうた かわきたゆうすけ わしおあゆむ かこゆうだい

永井与志夫 太田恵次 近藤英子 青山留尉⑥ 池村直飛⑥ 近藤海裕⑤ 鈴田雅季⑤ 大津壮平⑤ 加古昇太⑤ 川北有祐④ 鷲尾 優④ 加古雄大③
いけうち　かずたか はまぐち　まさひろ もりぐち　りょうじ おおにし　なり いけうち　かのん たまだ　しょうき なかにし　かんた なかがわ　しょうたろう なかやま　そうた まつもと　けいご なかがわ　りょうすけ はら　しんのすけ まつもと　じゅん

池内 一隆 濱口 昌大 森口 良二 大西 成⑥ 池内 加恩⑥ 玉田 尚己⑥ 中西 貫太⑥ 中川 翔太郎⑤ 中山 颯太④ 松本 啓吾④ 中川 遼祐④ 原 心之介③ 松本 准②
おおた　よしひこ あさの　みのる くらとみ　けんじ たかみ　しゅうご おおぐち　こう なかむら　そうた たかはし　こたろう あおき　あらた くらとみ　ゆいほう びとう　ひなた

太田 良彦 浅野 實 倉冨 研二 高見 柊伍⑤ 大口 輝⑤ 中村 壮太⑤ 高橋 鼓太郎⑤ 青木 新太④ 倉冨 結宝③ 尾藤 陽太③
おがわ　かずたみ しまおか　よしかず まつい　やすのぶ やまだ　ゆう あんどう　しんいち おおさこ　としひさ なかやま　ひろと ほそかわ　まなと よしだ　しんたろう あさの　ひろや わたなべ　そうじろう たかはし　きょうや たけなか　のぞみ

小川 和民 島岡 義和 松井 康信 山田 悠⑥ 安藤 心一⑥ 大迫 稔央⑥ 中山 裕斗⑥ 細川 真南斗⑤ 吉田 慎太郎⑤ 浅野 弘也⑤ 渡部 宗次郎⑤ 高橋 京也④ 竹中 望③
やまださとし たにぐちこういち たにぐちけいこ きたまこと にしたくみ つかもとりん ふじわらいっさ おくむらあゆむ えのきりょうすけ やまぎしあらた たにぐちたいち はしづめかける ごじまなおき

山田悟史 谷口浩一 谷口啓子 喜多亮⑥ 西巧⑥ 塚本麟⑥ 藤原一颯⑥ 奥村歩武⑤ 榎凌佑⑤ 山岸新⑤ 谷口泰地④ 橋爪翔生④ 五島直紀③
いのうえ　こうし おかもと　なおこ いとう　だいき きむら　ひろき おかもと　さんた なかじま　りく みやき　そう おがわ　えいご ふくはら　なおたろう あさだ　かんた みやき　しゅん

井上 晃志 岡本 直子 伊藤 大輝⑥ 木村 裕貴⑥ 岡本 賛多⑤ 中島 陸⑤ 宮木 爽④ 小川 永瑚④ 福原 直太朗② 朝田 格崇① 宮木 舜①
おだ　ただのぶ とみた　ゆうこ おだ　ようこ さいとう　げんき ふじわら　もい とみた　かずき おおた　ともき うつのみや　そら とみた　まさき まつもと　しゅう みはら　おおすけ

小田 忠庸 富田 祐子 小田 耀子 齋藤 元貴⑥ 藤原 茂伊⑥ 富田 和樹⑤ 太田 知希⑤ 宇都宮 青空⑤ 富田 昌樹③ 松本 脩③ 三原 大典②
まえだ　ただひろ まえだ　みどり はらだ　みちよ むらかみ　たくや むらかみ　なおや おばせ　はやと かじかわ　ともや やまうち　いくみ あさの　そうたろう こうだ　りんぜ

真栄田 忠広 真栄田 緑 原田 美智代 村上 卓弥⑥ 村上 直弥⑥ 尾場瀬 勇斗⑤ 梶川 朋哉⑤ 山内 育海⑤ 浅野 創太郎③ 幸田 梨世③
うえひがしかいき とどきなおや たなかせいや なかやまつよし こにしなおと やまだゆうた こねがわやまと

木田充彦 荒川雄三 上東海貴⑥ 塗々木直也⑥ 田中聖也⑤ 中山剛志⑤ 小西直斗⑤ 山田悠太⑤ 古根川倭②
つじ　みちひこ いとう　ともみ まつやま　しんいち いとう　きしん やまもと　たくと やまもと　ひろむ いしだ　あんじ きたがわ　とわ みき　りくと はやし　とうじ ふじたに　れお やまもと　あゆと かとう　ゆうや

辻 満彦 伊藤 栄美 松山 伸一 伊藤 希真⑥ 山本 拓音⑥ 山本 裕夢⑥ 石田 晏士⑥ 北川 仁晴⑤ 三木 陸斗⑤ 林 挑治⑤ 藤谷 怜央④ 山本 歩音③ 加藤 優弥③
にしだ　たかし ふじはら　たかし まき　だいすけ まき　そうま かたおか　やまと あらき　かつひと いけだ　ゆうき まつもと　けんや いおく　たくと いおく　あつき

西田 隆志 藤原 隆志 牧 大介 牧 壮馬⑥ 片岡 大和⑤ 荒木 克仁⑤ 池田 友希④ 松本 憲哉④ 伊奥 拓人③ 伊奥 暁①
にしま　たくや うえむら　まさこ かわかみ　だいすけ こばやし　りんたろう いとう　たかゆき もろいし　いつき いわみ　しの ひいらぎ　れいじ ひきの　かずま かわかみ　しょうだい

仁島 拓哉 上村 雅子 川上 大輔 小林 倫太朗⑥ 伊藤 崇行⑤ 諸石 樹季⑤ 岩見 士野④ 柊 怜志④ 引野 一真② 川上 翔大①
ながい　だいきち ひらた　ゆうき くろずみ　たくし おかむら　しょうた たなか　よう やまがた　ともや かしわぎ　みずき ひらた　りつき あきやま　ゆう おばた　まおと なかぎり　こうしゅん なかやま　しょうえい おかもと　しょうと

永井 大吉 平田 雄己 黒住 卓志 岡村 翔汰⑥ 田中 遥⑥ 山縣 朋弥⑥ 柏木 瑞貴⑥ 平田 璃月⑤ 秋山 裕⑤ 小幡 真己⑤ 中桐 光駿④ 中山 聖英④ 岡本 翔斗③
ひのいし　ともこ もりかわ　なおみ なかむら　けいこ ますだ　しょう もりかわ　しょうき ふじた　けんすけ みつばやし　りゅうせい ひのいし　みくる よしおか　しゅうせい なかむら　たくみ なかむら　はると ますだ　だいき とよぐち　そうた

日野石 智子 森川 直美 中村 恵子 増田 翔⑥ 森川 翔暉⑤ 藤田 健介⑤ 三林 流聖⑤ 日野石 未来④ 吉岡 柊星④ 中村 拓幹③ 中村 温斗① 増田 大輝① 豊口 颯大①
よしかわ　だいすけ まえだ　たけひろ すだ　かずひろ おかだ　けいたろう いけだ　まなと むらかみ　やすひろ しもの　さとき やすだ　ひかる すだ　はるき ほりがみ　りょうま おおやま　はると たなか　しょうた やすだ　かける

吉川 大助 前田 丈博 須田 和広 岡田 啓太朗⑥ 池田 真那斗⑤ 村上 泰弘⑤ 下野 智輝⑤ 安田 輝④ 須田 晴貴④ 堀上 諒馬④ 大山 陽翔③ 田中 翔大③ 安田 翔②
ふじもと　しん ささき　たつひろ こおり　まさゆき いのうえ　れいじ こおり　ふうま にしかわ　ともき とよざき　はる たがしら　ゆうや たなべ　じょういちろう つむら　とき にしかわ　けいご ふるかわ　てっしょう

藤本 伸 佐々木 竜宏 郡 昌之 井上 怜嗣⑥ 郡 楓真⑤ 西川 友貴⑤ 豊崎 陽永⑤ 田頭 侑也④ 田邊 丈一朗④ 津村 季④ 西川 佳吾③ 古川 鉄生①
おかだ　ともかず ながい　かつよし おざき　けんじ しのはら　きせき こいけ　なおき まつい　しゅうと おざき　しん ひらおか　きょう おおほど　たくみ やすひら　まお

岡田 友一 永井 勝義 尾崎 謙二 篠原 稀跡⑥ 小池 巨起⑥ 松井 秀斗⑥ 尾崎 慎⑤ 平岡 京⑤ 大程 拓海④ 安平 剛凰④
いけだ　あきお みずぐち　あきひこ いがわ　えみ みずぐち　りょうたろう いがわ　かんき はら　たくみ やまさき　あきひろ くすもと　そうた あきよし　こうた のぐち　かんた なかの　はると さいとう　れい かわの　かずま

池田 明男 水口 明彦 井川 絵美 水口 稜太郎⑥ 井川 完貴⑥ 原 拓海⑥ 山崎 晃広⑤ 楠本 爽太⑤ 秋吉 航汰⑤ 野口 幹太④ 中野 遥翔④ 齊藤 礼③ 川野 寿真②
ふりがな　：わだけんいち わだいさお ふじよしのぶすけ たなはら　れん まとやま　りょうた まつおか　よしき いしざき　たいち やまこし　ゆうた さだもり　ゆた ふじよし　しゅり

和 田賢一 和 田功夫 藤 吉重扶 棚原 蓮⑥ 的山 竜太⑥ 松岡 吉輝⑥ 石崎太一⑤ 山腰 悠太⑤ 定森 悠太④ 藤吉 珠李③
えんじょうじ　ふみお あべ　えみこ あべ　よしや おかもと　じんせい うえだ　こうせい しまだ　しゅんすけ かわぞえ　ゆうすけ おおば　ゆうじ ひえだ　いお おかもと　こうた たけした　じゅんせい

円城寺 文雄 阿部 恵美子 阿部 允耶⑥ 岡本 仁誠⑥ 上田 好誠⑥ 嶋田 竣介⑥ 川添 雄亮⑥ 大場 勇次⑤ 稗田 偉央④ 岡本 倖大③ 竹下 純聖③
やまうち　ゆうき やまもと　ひろと まつうら　かなる よしの　しょうへい いのうえ　せな むらかみ　ゆうや むらかみ　けんや さかた　りゅうせい すぎお　ゆうすけ せとやま　まさはる

山内 勇紀 山本 大翔⑥ 松浦 果成⑥ 吉野 将平⑥ 井上 晟那⑥ 村上 裕也⑥ 村上 健也⑤ 阪田 龍星⑤ 杉尾 侑祐⑤ 瀬戸山 晟大③
どうぞの　みちこ やどぐち　みちよ みねもと　ともき ひらおか　れんと きたぞの　たける みやはら　こう かわばた　かげとら たなか　るい なかぞの　みなみ いしだ　れんせい ますみつ　こうき かじわら　けいじん

堂園 三智子 宿口 美智代 峰元智生⑥ 平岡廉人⑥ 北薗壮⑤ 宮原昂⑤ 川端 景彪⑤ 田中 琉偉⑤ 中園 南④ 石田 廉晴③ 益満 剛輝③ 梶原 慶仁③
かみむら　はやと しんがき　みさお なかざと　じゅんや いなみね　もりと なかざと　ゆうへい やまうち　しょうた しんがき　そうい いは　たくや あらかき　しょうた いなみね　ゆきと こめす　きよと なかざと　はるなり あさと　きっぺい

上村 勇人 新垣 操 仲里 淳哉 稲嶺 盛斗⑥ 仲里 悠平⑥ 山内 昌大⑥ 新垣 蒼生⑥ 伊波 拓哉⑤ 新垣 翔太④ 稲嶺 之叶④ 米須 清人④ 仲里 悠成③ 安里 桔平③
ひがしぼり　しゅういち きぬがわ　しょうご はなさき　きみこ ささい　りきと たかはし　ぎんじ えがわ　そうだい きぬがわ　まお くにもと　かずき さかぐち　おおぞら ほんだ　たくや まえの　りょうが すごう　かずき はなさき　だいき

東堀 修一 衣川 尚吾 花咲 希美子 笹井 力斗⑥ 高橋 銀慈⑥ 江川 蒼大⑤ 衣川 真生⑤ 國本 和希⑤ 坂口 大空⑤ 本多 啄也⑤ 前野 稜雅⑤ 菅生 一輝④ 花咲 大輝④
かわい　　おさむ にいぜき　おりえ しまむら　ちづる まえだ　くるみ にいぜき　あやの おおやま　なつみ やまもと　すずか しまむら　みずき いしはら　もえ かわうち　りお たにぐち　みう えさし　ここあ にいぜき　ゆめ

川合 修 新関 おりえ 嶋村 千鶴 前田 来実⑥ 新関 彩乃⑥ 大山 夏海⑥ 山本 涼佳⑥ 嶋村 瑞希⑤ 石原 萌⑤ 河内 凜央⑤ 谷口 美海⑤ 江刺 心愛④ 新関 優芽④
たかばたけ　ななえ いわと　かずえ なかしお　くるみ かたぶち　りこ たかぎ　なのか すずき　りな いまい　さくら いわと　かずね ささもり　ここあ

高畠 奈々恵 岩戸 和恵 中塩 胡桃⑥ 片渕 莉子⑥ 高木 七花⑥ 鈴木 りな⑤ 今井 さくら⑤ 岩戸 和音④ 笹森 心杏④
たかはししょうぞう まつだまりこ かまがみよしあき さいとう　あずさ さいとう　さくら えのもと　らむ まつだ　なな うめつ　りき きくち　るか よこやま　みう えのもと　みゆう

高橋昌三 松田真里子 釜神喜昭 齋藤 梓⑥ 齋藤 桜⑥ 榎本 星夢⑥ 松田 奈々④ 梅津 里妃④ 菊地 琉花④ 横山 美羽④ 榎本 美優③
たかじょう　みほう よしなり　ここね かくた　ひまり ふかや　ここみ くまだ　もえ こくぶん　さき さとう　あおい つるだ　みき こまつ　みなみ

高上 美鳳 吉成 心音⑥ 角田 陽真里⑥ 深谷 心美⑥ 熊田 萌絵⑥ 國分 咲希⑤ 佐藤 葵彩⑤ 鶴田 光希③ 小松 南③
ももせ　たかゆき だんばら　くみこ くげ　しゅんいち こばやし　わかな ももせ　ゆり くげ　ももか まなか　りみ やませ　しほ だんばら　あい くげ　ななか いいじま　さわ くげ　みみか

百瀬 隆幸 檀原 久美子 久下 俊一 小林 和佳菜⑥ 百瀬 由梨⑤ 久下 百花⑤ 眞中 李望⑤ 山瀬 史帆⑤ 檀原 亜衣④ 久下 七花③ 飯島 紗和③ 久下 三花①
いいずみ　てつや こみね　たけひろ いとう　まさひろ すぎやま　かおる みのうら　のぞみ まつなが　こうじ ごとう　あやね みやこし　きりえ こうやま　あおい かたの　ちひろ いとう　ののか

飯泉 哲也 小峯 岳央 伊藤 昌広 杉山 薫⑥ 箕浦 希実⑤ 西田 妃織⑤ 後道 彩音⑤ 宮腰 桐衣⑤ 神山 葵④ 片野 千紘④ 伊藤 ののか③

あさの　こうじ たさき　なおみ ますき　けいこ ますき　さくら たさき　えりこ たかはし　みづき ひやま　あおい くわばら　ちか こやま　みらい こやま　すずか しらとり　あすか こだち　かりん あさの　まお

浅野 浩司 田崎 直美 舛木 恵子 舛木 さくら⑥ 田崎 恵里子⑥ 高橋 美月⑥ 檜山 蒼彩⑤ 桑原 千華⑤ 小山 未來④ 小山 涼風② 白取 明佳⑥ 小太刀 香凜④ 浅野 真央①
こんどう　なおゆき おのざと　　　ゆきお やまぐち　しゅんすけ はら　もえこ こんどう　ななみ こぐれ　めい やまぐち　なつみ こんどう　ももな かぬま　　まゆこ はら　ななこ おのざと　　みな

近藤 直之 小野里 幸男 山口 俊輔 原 萌子⑥ 近藤 ななみ⑥ 木暮 芽衣⑥ 山口 菜摘⑤ 近藤 ももな⑤ 鹿沼 万由子⑤ 原 菜那子④ 小野里 美那②
いのうえ　やすとし かざま　けんじ だいご　たつや やすみ　まほ かがや　くるみ あきば　むく こうの　いおり まつおか　みほ いけだ　しん わだ　にこ かがや　みらい かがや　なぎさ

井上 泰年 風間 健二 醍醐 達也 八角 真帆⑥ 加賀谷 空実⑥ 秋庭 夢来⑥ 河野 唯織⑥ 松岡 美歩⑤ 池田 心⑤ 和田 仁香⑤ 加賀谷 弥来④ 加賀谷 凪紗①

ごとう　さかえ たかはし　けいじ なかね　ちえみ たかはし　みな ぬまた　ちさき ほりのぶ　さやの まつど　のどか なかね　あすか かいとう　ゆりあ じんの　みずき まつど　あかり いしかわ　ののか かいとう　あんな

後藤 栄 髙橋 圭司 中根 ちえみ 髙橋 未成⑥ 沼田 智咲⑥ 堀信 采矢乃⑥ 松戸 温⑥ 中根 明日香⑤ 垣内 由莉愛⑤ 甚野 瑞季⑤ 松戸 星④ 石川 希花④ 垣内 杏南③
こやなぎ　ひろし ながしま　りゅういち あかざわ　けんじ ながしま　ほまれ せきぐち　かのん さいとう　こゆき はやし　さくら あかざわ　すずか えんどう　きり みたち　かほ なかじま　かほ

小柳 博 長嶋 隆一 赤澤 憲二 長嶋 穂希⑥ 関口 かのん⑥ 齋藤 瑚雪⑥ 林 咲空⑤ 赤澤 涼華⑤ 遠藤 桐⑤ 三田地 夏歩④ 中嶋 花帆④

コーチ 選手

第31回若葉カップ全国小学生バドミントン大会

B 東光小バドミントン少年団（北海県）

B 帯広ジュニアバドミントンクラブ（北海県）

B 横倉ジュニアバドミントン（宮城県）

B ふじかげバドミントンスポーツ少年団（山形県）

B 東和キッズバドミントンクラブ（福島県）

B ハルトノクラブ（茨城県）

B 豊ジュニア バドミントンクラブ（茨城県）

B 宇都宮中央ジュニア（栃木県）

B 大泉ＪＢＣ（群馬県）

B 志木ジュニアバドミントンクラブ（埼玉県）

B 蓮田サウスシャトラーズ（埼玉県）

B 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ（千葉県）

B 小平ジュニアバドミントンクラブ（東京都）

B たなしＭＡＸ Ｊｒ．（東京都）

B 汲沢バドミントンクラブ（神奈川県）

B 佐渡ジュニアバドミントンクラブ（新潟県）

B はちみつＪｒバドミントンクラブ（新潟県）

B 南信ジュニア（長野県）

B 高岡ジュニアバドミントンクラブ（富山県）

B 野々市ジュニアバドミントンクラブ（石川県）

B 美川湊ジュニアバドミントンクラブ（石川県）

B Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ（福井県）

B えちぜんジュニアバドミントンクラブ（福井県）

B 富士山バドミントンクラブ（静岡県）

B 石ヶ瀬スポーツ少年団（愛知県）

B 小俣バドミントンスポーツ少年団（三重県）

B リバースバドミントンクラブ（岐阜県）

B 大垣市ＢＳＳ（岐阜県）

B 仰木の里ジュニア（滋賀県）

B ウイニングショット（京都府）

B 吹田ジュニアコンドル（大阪府）

B アクティブジュニアクラブ（兵庫県）

B 橿原ジュニアバドミントンクラブ（奈良県）

B 貴志川バドミントンスポーツ少年団（和歌山県）

B 箕蚊屋ジュニアバドミントンクラブ（鳥取県）

B 星野バドミントンジュニアスクール（島根県）

B 永井バドミントンクラブ（岡山県）

B 広島安佐ジュニア（広島県）

B 香川バドミントンスクール（香川県）

B 藍住エンジェルスポーツ少年団（徳島県）

B ジュニアスクール松山（愛媛県）

B 岡垣ジュニア（福岡県）

B 海老津ジュニアバドミントンクラブ（福岡県）

B 七山モンキーズ（佐賀県）

B レッドバード佐土原（宮崎県）

B 鹿児島ジュニアバドミントン（鹿児島県）

B キクムラジュニア（沖縄県）

B 長岡京市バドミントンスポーツ少年団（京都府）

G 東光小バドミントン少年団（北海県）

G 愛宕東バドミントン少年団（北海県）

G 愛宕ディオバドミントンスポーツ少年団（山形県）

G ＧＰＷジュニア（福島県）

G 大井沢バドミントンスポーツ少年団（茨城県）

G ハルトノクラブ（茨城県）

G 宇都宮中央ジュニア（栃木県）

G 前橋東バドミントン（群馬県）

G 蓮田サウスシャトラーズ（埼玉県）

G 所沢ジュニアバドミントンクラブ（埼玉県）

G 市原ジュニアバドミントンクラブ（千葉県）



のぐちさとし こみやまさきえ おおさわひな おおみやかのこ ぐんらくまい いしかわここな さかもとみゆき こはらみく いしかわののは たまきあや いしいあいり さのはるか

野口 聡 小見山 咲枝 菊池 敏郎 大澤 陽奈⑥ 大宮 叶子⑥ 郡楽 真依⑥ 石川 心菜⑤ 坂本 みゆき⑤ 小原 未空④ 石川 乃乃葉③ 玉木 亜弥③ 石井 愛莉② 佐野 はるか②
まつかわ　さとし ほんざわ　ゆみこ いとう　ゆき たかはし　ゆい いまかわ　のぞみ いまかわ　はるか ほんざわ　るい しまおか　りん ささき　ふみこ くもおか　はな いとう　ゆい なかむら　のぞみ うえの　りん

松川 悟史 本沢 有美子 伊藤 友紀 高橋 由衣⑥ 今川 希⑥ 今川 遥⑥ 本沢 瑠依⑥ 島岡 凜⑤ 佐々木 芙実子⑤ 雲岡 はな⑤ 伊藤 結衣④ 中村 希④ 上野 凛③
じょうりんぼう　まさひろ かんぞう　ひろあき おおせき　まさひと おおせき　あきは たむら　みずき えんた　あやの きりさわ　かえで つちだ　ななこ あまの　あいは ごんだいら　なるみ はせがわ　ひさき きりさわ　みのり

常林坊 正広 神蔵 弘昭 大関 政人 大関 彩季葉⑥ 田村 瑞希⑥ 遠田 彩乃⑤ 桐澤 花楓⑤ 土田 菜々子⑤ 天野 愛羽④ 権平 成美④ 長谷川 陽咲④ 桐澤 実凜③
やまだ　よしかず なかむら　ひろや くわはら　みちのり おしみ　あやな やまだ　ひじり くわはら　みさき うちだ　きあら いしかわ　りかこ しまや　あすか しながわ　ゆう おおた　せな むらた　ちなつ たむら　ももか

山田 喜一 中村 浩也 桑原 道紀 押見 綾奈⑥ 山田 聖⑥ 桑原 美咲⑥ 内田 貴亜来⑥ 石川 莉佳子⑥ 島谷 明日香⑤ 品川 由羽⑤ 太田 静夏④ 村田 千夏④ 田村 桃香③
たつの　せいいち こかい　たかゆき まつざわ　なおみ こかい　なぎさ おざわ　りこ かわい　るね からき　りこ たつの　まお なかむら　ひなみ ももせ　れい こばやし　みずき しみず　あやね こかい　はるな

辰野 誠一 小海 孝幸 松澤 直美 小海 渚⑥ 小澤 梨恋⑥ 川井 瑠音⑥ 唐木 璃子⑥ 辰野 真凰⑤ 中村 姫那美⑤ 百瀬 玲⑤ 小林 みずき④ 清水 綾音④ 小海 陽菜②
ふわ　みつる しのむら　こうじ みなみ　ひな みなみ　ゆな どい　さくら どい　あいな ふわ　るか しのむら　ゆづき かとう　あおい たかた　りかこ しのむら　なつき

不破 満 篠村 幸治 南 陽菜⑥ 南 優菜⑥ 土井 さくら⑥ 土肥 愛奈⑥ 不破 瑠香④ 篠村 夕月④ 加藤 葵生④ 高田 理和子④ 篠村 夏月②
にしもと　ゆきお はおか　かずよし しま　たかはる あさかわ　しの おかやま　りこ たかい　ゆう なかで　すみれ おざき　かえで きたの　ゆうき はまで　たまき しみず　れな みなもと　りおな

西本 幸夫 羽岡 万善 島 貴晴 浅川 詩乃⑥ 岡山 莉呼⑥ 高井 優⑥ 中出 すみれ⑥ 尾崎 楓⑤ 北野 侑希⑤ 浜出 珠季⑤ 清水 玲那④ 源 里緒菜④
おけたに　ちづこ はせがわ　りいち よしだ　ともかず まえさか　ことり よしだ　あゆみ はせがわ　はなの いけだ　りこ たにぐち　はるな おおつか　ちひろ なかやま　ゆうり ほりぐち　なゆ いたに　あやの しげの　さらさ

桶谷 千鶴子 長谷川 理一 吉田 智一 前坂 琴里⑥ 吉田 茜夕美⑥ 長谷川 暖乃⑥ 池田 理子⑥ 谷口 陽菜⑤ 大塚 千尋⑤ 中山 優里④ 堀口 奈祐④ 伊谷 綾乃④ 茂野 更沙③
いのいえ　ひろし よしかわ　みきこ かじ　ともゆき かみはらこ　ひかり まつばら　れい おかじま　くるみ にしかわ　ゆめか よしかわ　ねね よしだ　ひめ よした　もえ なんぶ　るうか まつばら　まお

井家 洋 吉川 美希子 鍜冶 寛之 上原子 ひかり⑥ 松原 玲衣⑥ 岡島 胡桃⑤ 西川 夢叶⑤ 吉川 羽音⑤ 吉田 陽萌⑤ 吉田 萌⑤ 南部 琉叶伽④ 松原 真央④
さいとう　のりひこ くによし　まさのり こいずみ　ふみお ほり　わかな いしだ　まお うちだ　あいり うちだ　かな きだ　ここな くによし　ほのか さいとう　ひまり かさまつ　せいか さんのう　ふうか たきもと　あおい

斎藤 則彦 國吉 成典 小泉 二美男 堀 和佳奈⑥ 石田 真央⑥ 内田 愛梨⑥ 内田 佳那⑥ 木田 恋菜⑤ 國吉 穂乃叶⑤ 斎藤 ひまり⑤ 笠松 青夏⑤ 山王 楓香④ 瀧本 碧依④
くずば　まさひこ すぎもと　かずのり かとう　こういち たけうち　まな むらばた　りお たかだ　みさき さわだ　まい やまぐち　みのり みつや　あやか おだ　あすか いしもと　ちか もりた　ここみ みつや　りんか

葛葉 昌彦 杉本 和則 加藤 晃一 竹内 真那⑥ 村端 梨央⑥ 高田 未沙希⑥ 澤田 真依⑥ 山口 実莉⑤ 三屋 文佳⑤ 小田 飛鳥⑤ 石本 千佳⑤ 森田 心海④ 三屋 凛佳③
つかもと　ひさお やぎ　りつこ やました　ひろみ すずき　あかり たけだ　とわ やました　るな なかまる　あずさ つげ　せいな なかまる　ゆずは なつが　みう たけだ　さら つげ　あずき

塚本 久雄 八木 りつ子 山下 裕美 鈴木 あかり⑥ 竹田 冬羽⑥ 山下 瑠菜⑤ 仲丸 杏彩⑤ 柘植 星奈⑤ 仲丸 柚葉④ 夏賀 美羽④ 竹田 紗良③ 柘植 亜月③
ふりがな　ひさみなと　たかこ ふりがな　いしだ　たけし ふりがな　いしだ　ひろみ ひさみなと　なな いしだ　めぐみ なかね　みさき やまだ　くおん やまわき　あんり たなか　りほ ふじい　こまち あがた　あすか ふじい　うた

久湊 孝子 石田 猛 石田 裕美 久湊 菜々⑥ 石田 萌⑥ 中根 美咲⑥ 山田 久遠④ 山脇 杏梨④ 田中 里歩④ 藤井 心町③ 縣 明日香① 藤井 詩①
はまぐち　まさひろ やました　だいすけ もりぐち　りょうじ ひろせ　さき おか　たまき もりした　ねね やました　あいな つじい　さやか あらき　ゆら はら　ななみ もりぐち　ここは いけうち　はる なかにし　かな

濱口 昌大 山下 大介 森口 良二 廣瀬 咲⑥ 岡 珠希⑥ 森下 寧音⑥ 山下 愛奈⑥ 辻井 清加⑤ 荒木 宥羅⑤ 原 七海⑤ 森口 心葉④ 池内 暖③ 中西 香菜③
たかしま　まさる おおはし　なおき しち　ゆたか きのした　みゆ たかはし　みゆう たがわ　はるな もとかわ　みいな しち　ゆりな やまもと　あおい わたなべ　ゆうな うすい　ふうか きのした　さよ やました　さえ

高島 勝 大橋 奈麻輝 志知 豊哉 木下 美結⑥ 高橋 美憂⑥ 田川 遥菜⑥ 元川 明唯奈⑥ 志知 夕里菜⑤ 山本 蒼依⑤ 渡邊 侑菜⑤ 臼井 楓香④ 木下 さよ④ 山下 紗依③
たなか　かつひろ かさい　みゆき こまつき　ひでお こまつき　みさき ひだい　ゆり ひらもと　ちあり かのう　あいな まつばら　さや しまだ　ほのか なるせ　みお かさい　みつき ひだい　ゆの ひらもと　りりな

田中 勝弘 葛西 深雪 駒月 秀夫 駒月 美咲⑥ 比田井 友里⑥ 平本 ちあり⑥ 加納 愛菜⑥ 松原 さや⑤ 島田 帆乃香⑤ 成瀬 実緒④ 葛西 美月④ 比田井 柚乃④ 平本 梨々菜③

やまださとし たなべかずお やまなよしのり いちだあかり みのべちひろ たなべあやな すぎもとあすか そのだみれい ゆぐちゆら ごじまあやか まなこはな やまなあやみ いちださやか

山田悟史 田辺一夫 山名義則 市田明莉⑥ 見延千尋⑤ 田辺綾菜⑤ 杉本明日香⑤ 薗田未鈴⑤ 湯口夢來⑤ 五島彩夏⑤ 真名子巴南⑤ 山名彩心③ 市田紗華③
いのうえ　こうし おかもと　なおこ おりい　ゆうは くぼた　さえ おおひがし　みゆう たなか　かりん にしかわ　みすず やました　なり なかじま　もえ こんどう　さき おりい　まあや にしかわ　かえで

井上 晃志 岡本 直子 折井 優羽⑤ 窪田 彩映⑤ 大東 美優④ 田中 佳凛④ 西川 未涼④ 山下 なり④ 中島 萌③ 近藤 咲希③ 折井 真彩③ 西川 楓①
なりひらかおる かわむらしげみ わきさかあや やましろ　ゆずき のぐち　さくらこ やまなか　しおん いとう　ひかる いわい　にこ ふじい　しほ よしおか　はな さかた　はるか きりしま　ゆき

成平 薫 河村 茂美 脇坂 郁 山城 柚季⑥ 野口 桜子⑥ 山中 詩温⑥ 伊藤 妃香瑠⑤ 岩井 仁香⑤ 藤井 史穂④ 吉岡 葉菜④ 阪田 遥夏④ 桐島 夕葵④
おがわ　としみ すけの　さとし ふじわら　ひろやす いけうち　めい おおつか　あやか ふじわら　きょうか くどう　あやか うら　おうか わたべ　ともね なかがわ　ゆうな こにし　なのは わたべ　ともね うえがき　るい

小川 敏巳 助野 英志 藤原 宏保 池内 萌衣⑥ 大塚 彩夏⑥ 藤原 京香⑥ 工藤 彩花⑥ 浦 桜華⑤ 渡部 那萌⑤ 中川 裕南⑤ 小西 奈乃花⑤ 渡部 来瞳④ 上垣 瑠衣④
まつむら　ひろのり みすみ　ゆか さかなか　はるこ きし　ゆめな うめもと　みか おかもと　なゆ いしい　しほ こねがわ　みお すずき　あやか うらしま　みく うめもと　みき いまい　なつき おかもと　さわ

松村 宏則 三角 有加 坂中 治子 貴志 夢奈⑥ 梅本 実香⑥ 岡本 奈夕⑥ 石井 志歩⑥ 古根川 美桜⑤ 鈴木 彩加⑤ 浦島 実玖⑤ 梅本 実紀④ 今井 渚月④ 岡本 紗和③
つじ　みちひこ いとう　ともみ まつやま　しんいち かわぐち　はるる あかい　さつき まつもと　りな よねます　ささね たはら　わか たなか　ちひろ ながおさ　れいか かとう　ほのか ふじたに　りこ よしおか　なお

辻 満彦 伊藤 栄美 松山 伸一 川口 花留⑥ 赤井 咲月⑥ 松本 里菜⑤ 米舛 咲々音⑤ 田原 和花⑤ 田中 千裕⑤ 永長 鈴香⑤ 加藤 穂乃佳⑤ 藤谷 莉子③ 吉岡 奈保③
みわ　てつや おばた　まさひろ おおつぼ　みのる にしお　りな おおつぼ　みり とよぐち　ふたば かどわき　こころ いけだ　ゆな かとう　すみな おばた　さえ やすだ　ゆき とよぐち　はな いわた　ゆい

三輪 哲也 小幡 雅宏 大坪 稔 西尾 莉奈⑥ 大坪 珠吏⑥ 豊口 双葉⑥ 門脇 想⑤ 池田 結菜⑤ 加藤 澄菜⑤ 小幡 紗愛⑤ 安田 有希⑤ 豊口 葉菜③ 岩田 結衣③
わだ　ひであき ふじもと　みほ にしお　かのん まつうら　なお たなか　ちひろ とくみつ　りこ はくいし　ゆら たまき　りり いのうえ　せせら はくいし　もか とくみつ　はるか かじたに　あさき

和田 英昭 陶山 崇 藤本 美保 西尾 風音⑥ 松浦 和音⑥ 田中 千尋⑤ 徳光 莉子⑤ 白石 ゆら④ 玉木 李莉④ 井上 せせら④ 白石 もか② 徳光 陽花② 梶谷 愛咲③
かめがわ　あきふみ おかざき　ゆか なかはら　みどり おおもり　ここね たけはら　はるか なかはら　すず よしのぶ　みさき すみもり　らんじゅ すえい　ゆりな おかもと　なな しんぽう　ももか たけもと　ちほ ほり　こゆき

亀川 章文 岡﨑 由佳 中原 美登里 大森 心音⑥ 竹原 遼⑥ 中原 鈴⑥ 吉延 美咲⑤ 住森 蘭珠⑤ 末井 優里菜⑤ 岡本 奈々⑤ 神宝 百花⑤ 竹本 千穂④ 堀 小雪④
ひのいし　ともこ とよぐち　しょうじ とよぐち　なほこ たけなか　りさ ひのいし　あんず とよぐち　さちか みやもと　ちさと ふるたに　ゆいな おおたけ　まこ うえはら　まひな ますだ　あゆ かとう　そな

日野石 智子 豊口 祥司 豊口 菜穂子 竹中 梨紗⑤ 日野石 杏⑤ 豊口 紗智華⑤ 宮本 千聖⑤ 古谷 結菜⑤ 大竹 眞瑚⑤ 上原 真姫④ 増田 愛友③ 加藤 園菜⑤
よしかわ　だいすけ まえだ　たけひろ すだ　かずひろ うえおか　みつき あかまつ　めい たけもり　みゆう すだ　あすみ きたやま　さおり みやざき　はるな ふじい　ゆか にしむら　ななこ いわさき　ゆな むらかみ　みちる

吉川 大助 前田 丈博 須田 和広 上岡 美月⑥ 赤松 明依⑥ 竹森 美優⑥ 須田 有純⑥ 北山 咲織⑥ 宮﨑 春菜⑤ 藤井 結香④ 西村 菜々子④ 岩崎 友那④ 村上 ミチル③
ふじもと　しん ささき　たつひろ ひぐち　とものり にしかわ　ゆかな かなざわ　しほ こばやし　あいか たがしら　ののか みうら　あやね おおにし　あやな ますだ　あみ ひぐち　みう ひぐち　ふう よねもと　そな

藤本 伸 佐々木 竜宏 樋口 智紀 西川 由香乃⑥ 金澤 志歩⑤ 古林 愛華⑤ 田頭 望乃加⑤ 三浦 彩音⑤ 大西 彩愛⑤ 舛田 愛実⑤ 樋口 未羽⑤ 樋口 吹羽③ 米本 宙那②
いとう　かずひこ たさか　つとむ さなぎ　かずひこ おおもり　せいら やすかわ　のえ えのき　あいこ いとう　るな まつかわ　わかな まなべ　るな おおもり　ほのか たかはし　せな

伊藤 一彦 田坂 勉 佐薙 和彦 大森 星空⑥ 安川 乃永⑥ 榎木 愛子⑥ 伊藤 るな⑤ 松川 和叶⑤ 眞鍋 瑠奈⑤ 大森 帆花④ 高橋 瀬名④
いけだ　みえこ はまだ　しゅうじ みやぎ　りさ かわとこ　みづき のなか　あんり はまだ　ここな さいとう　ゆめこ おおの　むつみ はせがわ　あや すどう　めい みやぎ　なな はるき　ゆうな はまだ　りお

池田 ミヱ子 濱田 周司 宮城 リサ 川床 美都希⑥ 野中 杏里⑥ 濱田 想夏⑥ 齊藤 夢子⑥ 大野 睦⑤ 長谷川 彩⑤ 須藤 海妃④ 宮城 那菜④ 春木 柚奈③ 濱田 莉想③
わだいさお わだけんいち わだちよみ しもざみお なかむらすずね はらがあかり いとながなほ きどみうる むらたまゆな むらたあゆか

和田功夫 和田賢一 和田千代美 下崎美桜⑥ 中村涼音⑥ 原賀星⑥ 糸長奈保⑤ 城戸美潤⑤ 村田眞友菜⑤ 村田彩友香④
ながた　みか ながた　けいた ながた　もえ ほんだ　すずか くどう　はな ほんだ　りさ うら　みさき やまだ　ちか かたやま　はるひ

永田 美香 永田 圭太 永田 萌恵⑥ 本田 鈴佳⑥ 工藤 葉那⑤ 本田 莉紗⑤ 浦 美沙貴⑤ 山田 知佳⑤ 片山 はるひ④
さかぐちしゅういち みやざきまゆみ たなかしょうこ たてさこしき ふちがみまひろ おおいわゆうか どうざきあや ますだここも たなかさあや みやざきさき さるかわゆうか みやざきゆいな

阪口修一 宮崎真由美 田中梢子 立迫史希⑥ 渕上茉宥⑥ 大岩優夏⑥ 道崎彩⑥ 益田瑚々萌⑥ 田中佐彩⑤ 宮崎咲⑤ 猿川優香⑤ 宮崎由奈②
せきや　まこと はらぐち　かずもり はたなか　こいと ひだか　あおい としみ　ほのか いとう　ひより やまなか　ふたば さとう　さやか かわぐち　れいか はらぐち　じゅり

関谷 誠 原口 和盛 畑中 香愛⑥ 日高 葵衣⑥ 年見 穂風⑥ 伊東 日和⑤ 山中 二葉⑤ 佐藤 咲珂⑤ 川口 玲佳④ 原口 樹璃③
ふりがな　：　　どうぞの　みちこ なかむら　あまね おおぼ　かなこ どうぞの　みとせ まつもと　りあん かじわら　あいみ いとう　ななか はらだ　まひろ ばん　そよか ばん　さくら おく　みはな

堂園三智子 宿口 美智代 中村 天音⑥ 大保 香菜子⑥ 堂園 みとせ⑤ 松元 梨晏⑤ 梶原 藍実⑤ 伊藤 那奈佳⑤ 原田 真紘⑤ 坂 奏花④ 坂 咲花④ 奥 心花④
うえはら　げんぞう いしき　ひろこ まえさと　みわ いしき　ひなみ おおみね　はな しんがき　るうか あらかき　ひなこ あらかき　もえこ かねもと　ゆずき まえさと　ひな しんじょう　あいか あかみね　あいか なかざと　ここな

上原 源三 伊敷 博子 真栄里 美和 伊敷 妃菜美⑥ 大嶺 花奈⑥ 新垣 瑠香⑥ 新垣 日菜子⑥ 新垣 萌恵子⑥ 金元 柚樹⑤ 真栄里 日菜⑤ 新城 愛華⑤ 赤嶺 愛花④ 仲里 心々和④
わかばやし　のぼる たけばやし　ひろじ はなさき　きみこ あさみ　みお うつみ　あかり にしい　はな はなさき　さつき おおいずみ　ほのか おおきた　しおり おかもと　ともこ かさたに　さおり おくの　あんな おくの　ゆうな

若林 登 竹林 広司 花咲 希美子 浅見 澪⑥ 内海 明莉⑥ 西井 翔奈⑥ 花咲 彩月⑥ 大泉 帆乃奏⑤ 大喜田 栞里⑤ 岡本 朋子⑤ 笠谷 沙織⑤ 奥野 杏奈④ 奥野 優奈④

G たなしＭＡＸ Ｊｒ．（東京都）

G 青葉ジュニアバドミントンクラブ（神奈川県）

G 新津ジュニアバドミントンクラブ（新潟県）

G 柏崎ジュニア（新潟県）

G 南信ジュニア（長野県）

G 上市町ジュニアバドミントンスクール（富山県）

G 高岡ジュニアバドミントンクラブ（富山県）

G ＯＫジュニアバドミントンクラブ（石川県）

G 美川湊ジュニアバドミントンクラブ（石川県）

G 勝山チャマッシュジュニアバドミントンクラブ（福井県）

G 大野ジュニア（福井県）

G 藤枝ジュニアバドミントンクラブ（静岡県）

G はりーあっぷジュニア（愛知県）

G 小俣バドミントンスポーツ少年団（三重県）

G 大垣北バドミントンスポーツ少年団（岐阜県）

G 池田町バドミントン少年団（岐阜県）

G 仰木の里ジュニア（滋賀県）

G ウイニングショット（京都府）

G Ｄ☆ＡＲＭＹ（大阪府）

G 西神ジュニアバドミントンクラブ（兵庫県）

G 橿原ジュニアバドミントンクラブ（奈良県）

G 貴志川バドミントンスポーツ少年団（和歌山県）

G 久松ジュニアバドミントンクラブ（鳥取県）

G アトムズ（島根県）

G ミッキーズ（岡山県）

G 広島安佐ジュニア（広島県）

G 香川バドミントンスクール（香川県）

G 藍住エンジェルスポーツ少年団（徳島県）

G 西条ジュニアバドミントンクラブ（愛媛県）

G 岡垣ジュニア（福岡県）

G 海老津ジュニアバドミントンクラブ（福岡県）

G 矢上小クラブ（長崎県）

G ＫＴジュニア（熊本県）

G 長岡京市バドミントンスポーツ少年団（京都府）

G しおみキャッツスポーツ少年団（宮崎県）

G 鹿児島ジュニアバドミントン（鹿児島県）

G 糸満ジュニア（沖縄県）


