
第5回ストロベリーオープン 参加者名簿

種目 No. 参加者 参加者 所属
男子Aクラス MA 1 鈴⽊ 魁 後藤 瑛大 NANAHAジュニア

MA 2 伊藤 真斗 渡邉 祐也 笹神中／新潟
MA 3 北川 雄大 今泉 宏樹 みはら
MA 4 郡 奏志 郡 浩史 Team Power Hitters Max／埼玉
MA 5 上野 稜大 髙橋 翔太 Team Power Hitters Max／埼玉
MA 6 曽我 亜⾥ 小野寺 開斗 新座中／埼玉
MA 7 ⽯原 倫 ⾼野 僚 ターゲット／群馬
MA 8 荒⽊ 悠斗 楢原 颯馬 ターゲット／群馬

男子Bクラス MB 1 原⽥ 琉⽣ 浅野 涼太 今市ジュニア・NANAHAジュニア
MB 2 梅⽥ 光平 吉村 耀 若松原中
MB 3 釜島 唯鶴 永井 貴大 宇都宮中央ジュニア
MB 4 栗⼭ 幸太 古⽥ 瑞樹 宇都宮中央ジュニア
MB 5 丸⼭ 風都 片桐 幸之介 笹神中／新潟
MB 6 ⼭﨑 龍亜 ⽥中 大和 笹神中／新潟
MB 7 大手 柊凪 森永 晃太 ビッキーズ／埼玉
MB 8 ⻘⽊ 颯汰 荒⽊ 優光 三郷ダックス／埼玉
MB 9 ⼭崎 遥人 増渕 武流 みはら・白沢ＢＣ
MB 10 ⼭口 礼 藤沼 拓 今市ジュニア
MB 11 中⼭ 蒼介 ⿊崎 航希 いきいきエンジョイ清原
MB 12 堤 流⽇ 鈴⽊ 大空 いきいきエンジョイ清原
MB 13 歸⼭ 直斗 布川 大雅 新座中／埼玉
MB 14 友永 咲哉 ⼭崎 琢磨 新座中／埼玉
MB 15 池⽥ 匠 岩崎 涼平 新座中／埼玉
MB 16 相楽 幸輝 ⻑⾕部 翔 クラブＮＪ／福島
MB 17 目⿊ ⽻⻯ ⻑嶋 倖⽣ 星が丘中

⼥子Aクラス WA 1 小太⼑ ⾹凜 佐々⽊ 梨緒 宇都宮中央ジュニア
WA 2 髙橋 美月 ⽥﨑 恵⾥子 NANAHAジュニア
WA 3 佐々⽊ 一桃 小⼭ 未來 NANAHAジュニア
WA 4 小森 彩音 関 鈴葉 白沢ＢＣ
WA 5 加藤 千聖 相澤 咲良 笹神中／新潟・川東中／新潟
WA 6 宮城 ⻘空 ⽇野原 颯 三郷ダックス／埼玉
WA 7 ⾼⽥ 乃都 岡⽥ 怜菜 三郷ダックス／埼玉
WA 8 永松 未侑 鈴⽊ 麗美 桜川Ｊｒ．／茨城
WA 9 鈴⽊ 優音 髙松 未夢 桜川Ｊｒ．／茨城
WA 10 門倉 菜月 福島 華乃 小川東中／埼玉
WA 11 佐藤 未蘭 髙橋 蘭名 プラネッツクラブ／宮城
WA 12 佐々⽊ 結菜 ⾼橋 夏希 プラネッツクラブ／宮城
WA 13 ⽯関 都古 原 萌子 中央中等教育学校／群馬
WA 14 志⽥ 遥 ⻑⼭ 紗千 赤崎中／岩手
WA 15 齋藤 梓 齋藤 桜 米沢ジュニア／⼭形
WA 16 榎本 星夢 原 環 米沢ジュニア／⼭形
WA 17 佐藤 結宇 近藤 亜美 米沢ジュニア／⼭形
WA 18 杉﨑 彩乃 中澤 英⾥ スーパーバード／宮城
WA 19 髙橋 未成 松⼾ 温 新座中／埼玉
WA 20 富澤 芽以 藤本 真未 ターゲット／群馬
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⼥子Bクラス WB 1 中⾥ 菜那子 中⻄ 紗良 若松原中

WB 2 千葉 夢叶 大森 優沙 白沢ＢＣ
WB 3 清⽥ 萌花 ⼭賀 千咲 笹神中／新潟
WB 4 佐藤 琳 ⾦子 妃 川東中／新潟
WB 5 根本 真佑 加藤 想来 今市ジュニア
WB 6 小松 杏 藤沼 麗 今市ジュニア
WB 7 斎藤 凜⾹ 植⽊ 千尋 今市ジュニア
WB 8 ⽯川 海咲 市川 愛菜 矢吹ＢＣ／福島
WB 9 島野 夢 加藤 優奈 嵐⼭バドミントンクラブ／埼玉
WB 10 梅津 ⾥妃 菊地 流花 米沢ジュニア／⼭形
WB 11 小倉 かれん 小川 寧々 いきいきエンジョイ清原
WB 12 今井 ⽻菜 伊藤 光希 新座中／埼玉
WB 13 伊藤 唯乃 大和⽥ 彩⽻ ＢＳＦＴ／埼玉
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