
 
 

第10回マロニエオープン 平成29年2月25日 真岡市総合体育館／武道体育館
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安保 武輝 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

伊藤 敦哉 （渋谷ジュニア／東京）

成田 康太郎 （マジッポズジュニア／青森）

太 田 修 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

藤本 遥暉 （ＫＲＡＴＳとちぎ）

佐 川 稜 （東和キッズ／福島）

村本 拓海 （三郷ダックス／埼玉）

武 田 樹 （恋南／茨城）

神山 浩佑 （ み は ら ）

遠井 嵩玄 （宇都宮ＪＢ）

金子 光大 （じゃパンダＪｒ．／埼玉）

齊藤 羽空 （あおばイーグルス／宮城）

安増 智喜 （東和キッズ／福島）

知念 和駿 （三郷ダックス／埼玉）

比氣 悠斗 （恋南／茨城）

古賀 聖人 （流山ジュニア／千葉）

中條 颯汰 （ み は ら ）

河﨑 涼平 （サザンウィングス／東京）

佐 藤 匠 （須賀川ジュニア／福島）

山 本 凜 （ 城 東 ）

相楽 幸輝 （クラブＮＪ／福島）

関口 和希 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

五月女 倖大 （白沢ＢＣ）

大島 康世委 （藪塚ジュニア／群馬）

林 顕 吾 （サウザンドウッズ／千葉）

原田 琉生 （今市ジュニア）

赤石 洸人 （ＭＣジュニア／群馬）

小柳 泰知 （三郷ダックス／埼玉）

石野 温人 （流山ジュニア／千葉）

廣瀬 礼桜 （ み は ら ）

佐久間 健大 （東和キッズ／福島）

益子 聖也 （恋南／茨城）

弓取 聖哉 （白沢ＢＣ）

白田 圭人 （宇都宮ＪＢ）

福井 大翔 （志木ジュニア／埼玉）

田山 瑛士 （神明ジュニア／群馬）

柳原 秀太 （松戸六実／千葉）

大内 雅也 （東和キッズ／福島）

大 森 錬 （白沢ＢＣ）

山 崎 歩 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

平尾 海人 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

佐野 友都 （あおばイーグルス／宮城）

石塚 誠一朗 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

門間 千隼 （マジッポズジュニア／青森）

増田 幹也 （プライドジュニア）

岡村 理史 （宇都宮ＪＢ）

高橋 海吏 （流山ジュニア／千葉）

岡野 優輝 （恋南／茨城）
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寺内 遥大 （小山ＪＢＣ）

増渕 武流 （白沢ＢＣ）

武田 櫂④ （恋南／茨城）

釜島 唯鶴 （宇都宮中央）

清水 瑠斗 （志木ジュニア／埼玉）

篠田 凌太郎④ （三郷ダックス／埼玉）

指首 湧斗④ （プライドジュニア）

松下 侑叶④ （宇都宮ＪＢ）

野澤 快斗 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

熊谷 大貴 （仙台大和／宮城）

山本 周平 （流山ジュニア／千葉）

森永 晃太 （ビッキーズ／埼玉）

鈴木 雄翔 （ＫＲＡＴＳとちぎ）

中村 悠人 （成沢バドミントン／茨城）

久保野 隼立 （ＲＥＶＥＮＧＥ）

森 和 喜 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

栗野 朝陽 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

永田 識洋④ （プライドジュニア）

佐藤 楓河 （マジッポズジュニア／青森）

中村 勇耶 （仙台大和／宮城）

戸田 凛太郎④ （宇都宮中央）

小山田 泰地 （滝沢バドラーズ／岩手）

渡辺 晴貴④ （ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ／群馬）

中 田 洵 （流山ジュニア／千葉）

大八木 奏柊 （高洲ホープス／千葉）

川崎 聖矢 （じゃパンダＪｒ．／埼玉）

黒川 聖章 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

伊藤 充希④ （ビッキーズ／埼玉）

荻原 勇人④ （今市ジュニア）

髙坂 悠陽④ （浪岡ジュニア／青森）

渡辺 恭介④ （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

須藤 陽太 （ＭＣジュニア／群馬）

北川 雄大 （ み は ら ）

馬場 翔兵 （渋谷ジュニア／東京）

福岡 義人 （志木ジュニア／埼玉）

小川 雄基 （プライドジュニア）

日野 悠人 （石巻クラブ／宮城）

永井 貴大 （宇都宮中央）

小野 隆之介 （強戸ジュニア／群馬）

佐藤 瑠活 （仙台大和／宮城）

雫 颯太④ （宇都宮中央）

有江 琥珀④ （ビッキーズ／埼玉）

村上 大翔④ （マジッポズジュニア／青森）

田 島 翔 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

竹下 直輝④ （高洲ホープス／千葉）

那花 衣桜里 （ＲＥＶＥＮＧＥ）

本宮 颯人 （白河ひがし／福島）

林 拓 磨 （ＴｅａｍＰｏｗｅｒＨｉｔｔｅｒｓＭａｘ／埼玉）

山岸 拓海 （燕バドミントン／新潟）

玉川 空④ （ＧＰＷジュニア／福島）

三井田 卓斗 （流山ジュニア／千葉）

山 口 空 （恋南／茨城）

古株 大智 （志木ジュニア／埼玉）

今泉 宏樹 （ み は ら ）

江連 晴羽④ （プライドジュニア）

塩谷 祐人 （石巻クラブ／宮城）

古田 瑞樹 （宇都宮中央）

小倉 海斗④ （ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ／群馬）

寺 西 情 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．／愛知）

中川 友那 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

佐川 光④ （東和キッズ／福島）

栗山 幸太 （宇都宮中央）

金澤 歩④ （渋谷ジュニア／東京）

大 野 圭 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

大手 柊凪 （ビッキーズ／埼玉）

齋藤 圭祐 （白沢ＢＣ）

藤 田 櫂 （松戸六実／千葉）

西部 陽翔④ （米沢南部ＪＢＣ／山形）

阿部 颯悟④ （石巻クラブ／宮城）

草井 廉太郎 （仙台大和／宮城）

村田 光琉 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

樵 歩 夢 （前橋東／群馬）

鈴木 眞白④ （滝沢バドラーズ／岩手）

黒崎 幹大 （流山ジュニア／千葉）

秋本 啓太 （高洲ホープス／千葉）

川上 貴之 （三郷ダックス／埼玉）

丹羽 啓輔 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

永藤 輝星④ （プライドジュニア）

中静 悠斗④ （宇都宮中央）
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石井 叶夢 （春日部白翔／埼玉）

上 重 響 （流山ジュニア／千葉）

黒田 紘右 （宇都宮ＪＢ）

宗像 瞬輝 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

古田 大翔 （宇都宮中央）

水沢 俐輝 （小山ＪＢＣ）

小川 太幹② （プライドジュニア）

木村 一護 （志木ジュニア／埼玉）

北川 道椰② （ み は ら ）

遠藤 湊翔 （強戸ジュニア／群馬）

阿久津 彗介 （今市ジュニア）

林 大智② （ＴｅａｍＰｏｗｅｒＨｉｔｔｅｒｓＭａｘ／埼玉）

鈴木 啓真 （恋南／茨城）

芳賀 彪汰 （石巻クラブ／宮城）

齊藤 天翔② （恋南／茨城）

渡邊 大輝 （しばたシャトルモンキー／新潟）

檜山 泰河 （宇都宮中央）

土屋 七琉 （ビッキーズ／埼玉）

鈴木 大翔② （桜川Ｊｒ．／茨城）

佐久間 敦大 （東和キッズ／福島）

古川 湧己 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

細部 岳杜 （ 南 摩 ）

田 島 樹 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

中村 陸人② （成沢バドミントン／茨城）

原 蓮太朗 （前橋東／群馬）

八木澤 賢翼 （宇都宮中央）

大内 悠矢 （東和キッズ／福島）

小島 洸翔 （じゃパンダＪｒ．／埼玉）

伊藤 一星② （久喜ＡＢＣ／埼玉）

山路 悠輔 （強戸ジュニア／群馬）

髙坂 尚陽② （浪岡ジュニア／青森）

池上 義康 （志木ジュニア／埼玉）

上 重 渡 （流山ジュニア／千葉）

江部 優太郎② （宇都宮ＪＢ）

坂脇 賢太郎 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

鴨志田 快② （宇都宮中央）

寺西 怜生② （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．／愛知）

石塚 優太朗 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

大滝 祢翔② （恋南／茨城）

椎名 洸介② （三郷ダックス／埼玉）

田村 春翔 （石巻クラブ／宮城）

小林 蒼真② （桜川Ｊｒ．／茨城）

後藤 洸太 （岩槻ジュニア／埼玉）

齊藤 優楽② （あおばイーグルス／宮城）

太 田 響 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

吉原 棟建② （今市ジュニア）

川村 櫂斗 （宇都宮中央）

久保田 俊 （ＭＣジュニア／群馬）

松井 優斗 （福井／福井）
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寺島 拓夢 （仙台大和／宮城）

有江 桜空（年長） （ビッキーズ／埼玉）

松下 周叶 （宇都宮ＪＢ）

本多 篤貴 （桜川Ｊｒ．／茨城）

赤石 健太（年長） （ＭＣジュニア／群馬）

坂脇 憲広 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

玉木 佑弥 （たなしＭＡＸ／東京）

五十嵐 公一（年長） （志木ジュニア／埼玉）

檜山 誠太 （宇都宮中央）

北川 蓮梧（年長） （ み は ら ）

坂本 結翔 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

鈴木 悠輔 （流山ジュニア／千葉）

山口 晃央 （前橋東／群馬）

小池 晃靖（年長） （桜川Ｊｒ．／茨城）

坂脇 聡介 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

北川 達桔（３歳） （ み は ら ）

篠原 緑（年中） （志木ジュニア／埼玉）

坂 口 功 （渋谷ジュニア／東京）

山崎 強生 （滝沢バドラーズ／岩手）

押久保 太智（年長） （宇都宮中央）

小林 真翔（年長） （桜川Ｊｒ．／茨城）

井上 颯藍 （流山ジュニア／千葉）

本多 風葵 （東和キッズ／福島）

横 田 絆 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）



第10回マロニエオープン 平成29年2月25日 真岡市総合体育館／武道体育館

女子Ａクラス（ＷＡ）

61
59 60

55

56

57

58

47

48

49

50

51

52

53

54

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

檜山 蒼彩 （宇都宮中央）

廣 田 恵 （三郷ダックス／埼玉）

佐藤 葵彩 （ＧＰＷジュニア／福島）

原 田 倫 （恋南／茨城）

平松 美咲 （流山ジュニア／千葉）

栗城 和花 （ビッキーズ／埼玉）

佐藤 久楽良 （弘前キッズ／青森）

鹿沼 万由子 （前橋東／群馬）

萩 詩 音 （ビッキーズ／埼玉）

組山 梨乃 （高洲ホープス／千葉）

小抜 明愛 （須賀川ジュニア／福島）

勝又 光優 （石巻クラブ／宮城）

志賀 菜々美 （志木ジュニア／埼玉）

田川 にな （久喜ＡＢＣ／埼玉）

市川 茉央 （白河ひがし／福島）

大村 悠花 （大泉ＪＢＣ／群馬）

山賀 千咲 （阿賀野ジュニア／新潟）

岩崎 結衣 （流山ジュニア／千葉）

安宅 七海 （ビッキーズ／埼玉）

服部 桜子 （ビッキーズ／埼玉）

佐藤 帆華 （弘前ライクショット／青森）

岡村 実咲 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

中 山 奏 （仙台大和／宮城）

柏瀬 倫佳 （神明ジュニア／群馬）

伊藤 唯乃 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

伊東 万結子 （白沢ＢＣ）

扇谷 若奈 （ビッキーズ／埼玉）

作道 美奈 （小山ＪＢＣ）

椎名 美月 （三郷ダックス／埼玉）

桐澤 花楓 （新津ジュニア／新潟）

長山 紗千 （赤崎シャトルズ／岩手）

石井 夢楓 （春日部白翔／埼玉）

鎌田 心愛 （阿賀野ジュニア／新潟）

岡田 陽香 （ み は ら ）

丹 琴 音 （高洲ホープス／千葉）

宮田 夕妃 （流山ジュニア／千葉）

篠田 希乃佳 （三郷ダックス／埼玉）

渡辺 詩織 （ビッキーズ／埼玉）

蒔苗 蒼依 （弘前ライクショット／青森）

小野 亜弥音 （ミラクルキッズ／福島）

平 岡 凛 （志木ジュニア／埼玉）

山口 菜摘 （前橋東／群馬）

榎本 友里彩 （ビッキーズ／埼玉）

近藤 らら （須賀川ジュニア／福島）

斉藤 海音⑤ （成沢バドミントン／茨城）

妹尾 真花 （三郷ダックス／埼玉）

朝倉 ひより （強戸ジュニア／群馬）

小笠原 志歩 （志木ジュニア／埼玉）

鈴木 さくら （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

土屋 海尋 （ビッキーズ／埼玉）

橋詰 美優 （ＮＰ神奈川／神奈川）

鶴田 彩乃 （三郷ダックス／埼玉）

加藤 千聖 （阿賀野ジュニア／新潟）

渡辺 七海 （松戸六実／千葉）

照井 玲那 （フライングシャトラーズ／岩手）

遠 藤 桐 （市原ジュニア／千葉）

田中 舞緒 （小平ジュニア／東京）

大 石 宙 （中野島ＪＢＣ／新潟）

鈴木 美咲 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

岩渕 真愛 （ビッキーズ／埼玉）

坂本 みゆき （たなしＭＡＸ／東京）

鈴木 蒼花 （滝沢バドラーズ／岩手）
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山北 奈緒 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

井上 明凛 （流山ジュニア／千葉）

塚原 瑠菜 （小山羽球ジュニア）

岡田 怜菜 （三郷ダックス／埼玉）

北川 遥椛④ （ み は ら ）

片 所 凜 （中野島ＪＢＣ／新潟）

櫻井 優香 （志木ジュニア／埼玉）

落合 美帆 （泉ジュニア／秋田）

佐藤 千風④ （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

峯崎 彩音 （宇都宮中央）

奥山 璃乃 （仙台大和／宮城）

鈴木 優芽亜 （小山ＪＢＣ）

白井 陽向④ （宇都宮ＪＢ）

原 菜那子 （前橋東／群馬）

野中 望来 （ビッキーズ／埼玉）

梅田 綾芽 （ 南 摩 ）

小森 彩音 （白沢ＢＣ）

松本 蒼衣④ （強戸ジュニア／群馬）

慶野 愛貴 （ＫＲＡＴＳとちぎ）

柴崎 愛花 （松戸六実／千葉）

鈴 木 凛 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

中山 あずさ④ （宇都宮中央）

田島 潮音④ （三郷ダックス／埼玉）

藤 沼 麗 （今市ジュニア）

赤星 きく乃④ （ＴｅａｍＰｏｗｅｒＨｉｔｔｅｒｓＭａｘ／埼玉）

佐藤 稟梛 （しばたシャトルモンキー／新潟）

佐藤 日葵 （東和キッズ／福島）

對馬 杏菜④ （弘前キッズ／青森）

佐伯 雛恵④ （練馬アドバンス／東京）

早野 亜依音④ （宇都宮ＪＢ）

山口 祐香④ （渋谷ジュニア／東京）

篠原 那奈④ （志木ジュニア／埼玉）

大森 優沙 （白沢ＢＣ）

中嶋 花帆 （市原ジュニア／千葉）

柏瀬 桃音④ （神明ジュニア／群馬）

権平 成美 （新津ジュニア／新潟）

羽生 愛華 （ＲＥＶＥＮＧＥ）

井上 美桜 （ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ／群馬）

保志 向葵④ （ＭＹ＇Ｓ Ｂ．Ｃ／福島）

橋村 羽奏 （小平ジュニア／東京）

山内 こころ④ （大曲バドスピリッツ／秋田）

関口 琴浬 （白沢ＢＣ）

高橋 風夏 （流山ジュニア／千葉）

荻原 玲衣④ （強戸ジュニア／群馬）

髙橋 あおい （足利ＪＢＣ）

日野原 颯 （三郷ダックス／埼玉）

島 野 夢 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

佐々木 梨緒 （宇都宮中央）

高田 かおり （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

市川 稚菜④ （クラブＮＪ／福島）

菊地 悠梨子 （須賀川ジュニア／福島）

池田 桃華 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

曽雌 玲那 （プライドジュニア）

奥山 詞葉 （マジッポズジュニア／青森）

齋藤 綺瞳 （プライドジュニア）

中村 陽葵④ （クラブＮＪ／福島）

鈴木 深優 （しばたシャトルモンキー／新潟）

木村 琉愛④ （強戸ジュニア／群馬）

岡田 凰花④ （泉ジュニア／秋田）

小 松 杏 （今市ジュニア）

鈴木 あいり④ （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

細部 遥野 （ 南 摩 ）

澤柳 穂香 （じゃパンダＪｒ．／埼玉）

小太刀 香凜 （宇都宮中央）

名古屋 真里奈 （渋谷ジュニア／東京）

山北 眞緒④ （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

小山 未來 （宇都宮中央）

吉田 恵④ （練馬アドバンス／東京）

天野 愛羽 （新津ジュニア／新潟）

石原 妃莉④ （ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ／群馬）

斎藤 愛莉 （宇都宮ＪＢ）

宮城 青空 （三郷ダックス／埼玉）

関 鈴 葉 （白沢ＢＣ）

上村 彩綾 （八木崎ジュニア／埼玉）

篠崎 小桜④ （松戸六実／千葉）

竹井 巴菜 （ＲＥＶＥＮＧＥ）

佐々木 夏蓮 （須賀川ジュニア／福島）

阿部 穂乃果 （志木ジュニア／埼玉）

砂川 温香④ （流山ジュニア／千葉）

中野 真里④ （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

高田 乃都 （三郷ダックス／埼玉）

田川 碧風 （ 南 摩 ）

遠藤 唯羽④ （強戸ジュニア／群馬）

斎藤 圓夏 （しばたシャトルモンキー／新潟）

蛯澤 陽菜花 （ＲＥＶＥＮＧＥ）

眞鍋 柚④ （流山ジュニア／千葉）

久保田 類④ （志木ジュニア／埼玉）

和氣 虹歩④ （今市ジュニア）

田波 未櫻④ （白沢ＢＣ）

山崎 永絆 （滝沢バドラーズ／岩手）

鴨田 真歩④ （久喜ＡＢＣ／埼玉）

鈴木 麗美 （東少年／茨城）

志田 菜々海 （ハイタッチジュニア／岩手）

中村 心音 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

遠井 更紗④ （宇都宮ＪＢ）

渡部 瑞稀④ （ミラクルキッズ／福島）

冨田 美緒 （練馬アドバンス／東京）

齋藤 天音④ （ 城 東 ）

桐澤 実凜④ （新津ジュニア／新潟）

山口 来実④ （前橋東／群馬）

若林 由珠④ （小山ＪＢＣ）

佐藤 ひより④ （渋谷ジュニア／東京）

千葉 夢叶 （白沢ＢＣ）

加藤 優奈 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

戸田 あずき④ （宇都宮中央）

遠藤 美羽 （強戸ジュニア／群馬）
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1

八嶋 未來 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

原 愛 実 （宇都宮中央）

宮田 凪菜 （流山ジュニア／千葉）

山﨑 ひかる （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

松本 果里奈 （藪塚ジュニア／群馬）

千葉 深愛 （白沢ＢＣ）

畑中 彩花② （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

大貫 由彩 （ 南 摩 ）

山北 莉緒② （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

鈴木 翔女 （プライドジュニア）

須藤 夏希② （ＭＣジュニア／群馬）

千葉 彩花 （小山ＪＢＣ）

高田 沙都 （三郷ダックス／埼玉）

渡辺 佑菜 （小山羽球ジュニア）

櫻井 梨香② （志木ジュニア／埼玉）

古郡 萌祢 （足利ＪＢＣ）

畠山 想来② （ハイタッチジュニア／岩手）

阿部 果凛 （志木ジュニア／埼玉）

比気 妃奈 （恋南／茨城）

伊東 煌羽 （宇都宮中央）

遠坂 美乃莉 （藪塚ジュニア／群馬）

梅田 莉奈 （ 南 摩 ）

柵木 はづき （渋谷ジュニア／東京）

髙久 萌衣 （ＫＲＡＴＳとちぎ）

戸部 碧月 （流山ジュニア／千葉）

浅野 真央② （宇都宮中央）

塙 ひなた （桜川Ｊｒ．／茨城）

池田 苺華② （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

那花 寧音② （ＲＥＶＥＮＧＥ）

鈴木 音羽② （プライドジュニア）

長谷川 結 （マジッポズジュニア／青森）

鈴木 七桜 （ビッキーズ／埼玉）

長山 実央 （赤崎シャトルズ／岩手）

小山 涼風 （宇都宮中央）

吉沢 愛紗② （渋谷ジュニア／東京）

三浦 日葵 （たなしＭＡＸ／東京）

小島 羽奏② （じゃパンダＪｒ．／埼玉）

眞鍋 杏② （流山ジュニア／千葉）

藤田 なな （ＲＥＶＥＮＧＥ）

五十嵐 実結 （しばたシャトルモンキー／新潟）

高田 湖都 （三郷ダックス／埼玉）

上瀧 千翔 （仙台大和／宮城）

森 沙和子 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

鈴 木 結 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

佐藤 空菜② （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

越野 花菜 （志木ジュニア／埼玉）

藤沼 雫② （今市ジュニア）

瀬野 ひばり② （プライドジュニア）

山辺 彩由里② （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

鈴木 彩未② （弘前ライクショット／青森）

中山 瑛子 （ビッキーズ／埼玉）

廣田 一葉 （ 南 摩 ）

木幡 莉花 （流山ジュニア／千葉）

遠藤 紗② （市原ジュニア／千葉）

長谷川 葉月② （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

武井 一彩 （藪塚ジュニア／群馬）

螺良 心花 （ 城 東 ）

樋口 丹里② （平尾小／東京）

増子 綾苺 （小山羽球ジュニア）

明石 春香 （松戸六実／千葉）

永藤 輝音② （プライドジュニア）

檜山 愛里奈 （宇都宮中央）

山田 愛桜 （東和キッズ／福島）

佐 藤 杏 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

河村 実里② （志木ジュニア／埼玉）
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山岸 真羽 （燕バドミントン／新潟）

中泉 琉花（年長） （恋南／茨城）

松本 詩穂里 （藪塚ジュニア／群馬）

小池 璃利華 （桜川Ｊｒ．／茨城）

髙山 桜加 （伊勢崎ジュニア／群馬）

斎藤 ゆり乃（年長） （しばたシャトルモンキー／新潟）

須藤 柚希 （ＭＣジュニア／群馬）

森永 さくら （ビッキーズ／埼玉）

五月女 恋 （ＲＥＶＥＮＧＥ）

池内 花里菜 （ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ／群馬）

芳賀 凜歩 （石巻クラブ／宮城）

深谷 真伊 （桜川Ｊｒ．／茨城）

柏瀬 天芳（未就学） （神明ジュニア／群馬）

髙坂 結菜（年長） （浪岡ジュニア／青森）

佐藤 心彩 （ＧＰＷジュニア／福島）

平 田 晴 （桜川Ｊｒ．／茨城）

藤田 ねね（年長） （ＲＥＶＥＮＧＥ）

佐藤 つきみ （渋谷ジュニア／東京）

髙坂 羽菜（年長） （浪岡ジュニア／青森）

山﨑 ちはる （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

井上 舞桜 （ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ／群馬）

深谷 芽伊 （桜川Ｊｒ．／茨城）

畠山 来夢（年長） （ハイタッチジュニア／岩手）

石川 るるう（年長） （たなしＭＡＸ／東京）

石原 茉侑 （ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ／群馬）

小池 帆乃霞 （桜川Ｊｒ．／茨城）

藤原 ほのか（年長） （ ／ 埼 玉 ）

中野 日麗（５歳） （伊勢崎ジュニア／群馬）

伴野 碧唯 （ＮＯＣＫＳ／東京）


