
 
 

第11回マロニエオープン 平成３０年３月３日 真岡市総合体育館・武道体育館
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寺内 遥大 （小山ＪＢＣ）

金 井 翼 （宇都宮中央）

鵜殿 幸秀 （志木ジュニア／埼玉）

宮崎 陽太 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

岡 﨑 詩 （じゃパンダＪｒ．／埼玉）

三浦 琥海 （横浜白山／神奈川）

坪川 璃音 （サザンウィングス／東京）

三田 史向 （上里ジュニア／埼玉）

草井 廉太郎 （仙台大和／宮城）

田中 一基 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．／神奈川）

安原 真人 （恋南／茨城）

山下 晃永 （小平ジュニア／東京）

丹羽 啓輔 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

釜島 唯鶴 （宇都宮中央）

大 野 圭 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

大竹 晃太郎 （Ｇ－ｅｇｇ ｃｌｕｂ／福島）

栗野 朝陽 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

野澤 快斗 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

永井 貴大 （宇都宮中央）

岡田 青空 （燕沢ジュニア／宮城）

中村 悠人 （成沢バドミントン／茨城）

齋藤 圭祐 （白沢ＢＣ）

福岡 義人 （志木ジュニア／埼玉）

小川 雄基 （プライドジュニア）

柳川 瑠生 （たなしＭＡＸ／東京）

熊谷 大貴 （仙台大和／宮城）

管野 蒼空 （宝木塚ジュニア／東京）

野田 穣志 （ハルトノクラブ／茨城）

北川 雄大 （ み は ら ）

西沢 達也 （八王子キッズバドラー／東京）

田中 皇成 （大井沢／茨城）

小宮 大空 （クローバー／東京）

松川 健大⑤ （青葉ジュニア／神奈川）

渡 邊 至 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

沼端 達也 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

古田 瑞樹 （宇都宮中央）

竹生 浩基 （有馬こども会／神奈川）

今泉 宏樹 （ み は ら ）

倉ケ崎 遼 （小平ジュニア／東京）

照屋 優斗 （横浜白山／神奈川）

荒川 祐人 （Ｇ－ｅｇｇ ｃｌｕｂ／福島）

野口 駿平 （たなしＭＡＸ／東京）

安部 日彩 （じゃパンダＪｒ．／埼玉）

田 嶋 晄 （上里ジュニア／埼玉）

矢部 優空 （クローバー／東京）

日出 和寿 （汲沢バドミントン／神奈川）

小林 蒼暉 （前橋東／群馬）

久 松 陸 （ハルトノクラブ／茨城）

古株 大智 （志木ジュニア／埼玉）

井上 大馳 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．／神奈川）

平田 暖陽 （豊ジュニア／茨城）

栗山 幸太 （宇都宮中央）

森 和 喜 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

立石 柚月 （上里ジュニア／埼玉）

烏川 智匡 （東少年／茨城）

村田 光琉 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

百瀬 友翔 （大井沢／茨城）

清水 瑠斗 （志木ジュニア／埼玉）

山崎 遥人 （ み は ら ）

中屋敷 航士 （燕沢ジュニア／宮城）

川崎 聖矢 （じゃパンダＪｒ．／埼玉）

増渕 武流 （白沢ＢＣ）

林 拓 磨 （ＴｅａｍＰｏｗｅｒＨｉｔｔｅｒｓＭａｘ／埼玉）

山 口 空 （恋南／茨城）

佐藤 瑠活 （仙台大和／宮城）
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三浦 大地 （青葉ジュニア／神奈川）

烏川 晶成④ （東少年／茨城）

古田 大翔④ （宇都宮中央）

丸山 蓮央④ （小山ＪＢＣ）

小峯 泰成④ （ハルトノクラブ／茨城）

田中 公陽④ （新湊ジュニア／富山）

中里 温人④ （神明ジュニア／群馬）

指首 湧斗 （プライドジュニア）

平野 真咲④ （宝木塚ジュニア／東京）

市村 祐作④ （桜川Ｊｒ．／茨城）

原 蓮太朗④ （前橋東／群馬）

八木澤 賢翼④ （宇都宮中央）

神山 響生 （Ｆｅｅｌ）

石井 大翔④ （ホワイトバーズ／東京）

矢嶋 柚葵④ （ＭＣジュニア／群馬）

岡野 咲也 （恋南／茨城）

長岡 すばる （大井沢／茨城）

根本 舜生④ （綾瀬ジュニア／神奈川）

岡崎 唯吏 （直江津ＪＢＣ／新潟）

高橋 慶太④ （西豊田バドミントン／茨城）

上 原 寛 （宝木塚ジュニア／東京）

山口 浩克輝 （宇都宮ＪＢ）

鈴木 泰芽 （たなしＭＡＸ／東京）

水谷 友弥 （小平ジュニア／東京）

高野 祥大④ （西豊田バドミントン／茨城）

戸村 大地 （角田ジュニア／宮城）

廣瀬 海翔 （ み は ら ）

金 澤 歩 （渋谷ジュニア／東京）

関戸 浩之介④ （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

石塚 優太朗④ （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

檜山 泰河④ （宇都宮中央）

岡部 翔④ （綾瀬ジュニア／神奈川）

渡辺 恭介 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

荒瀬 尊翔④ （横浜白山／神奈川）

荻原 勇人 （今市ジュニア）

髙坂 悠陽 （浪岡ジュニア／青森）

黒田 紘右④ （宇都宮ＪＢ）

太田 響④ （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

戸田 凛太郎 （宇都宮中央）

林田 堯昌 （大井沢／茨城）

有江 琥珀 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

加藤 瑛之 （宝木塚ジュニア／東京）

神原 成那 （志木ジュニア／埼玉）

鈴木 啓真④ （桜川Ｊｒ．／茨城）

小坂部 瑛太④ （シャトラーズ深川／東京）

田村 翼④ （神明ジュニア／群馬）

三木 颯斗④ （ハルトノクラブ／茨城）

石井 叶夢④ （春日部白翔／埼玉）

小林 和真 （大井沢／茨城）

田代 温大④ （野田中根／千葉）

永田 識洋 （プライドジュニア）

鈴木 怜依 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

佐藤 大修④ （宮浦バドミントンスクール／新潟）

美濃口 舜 （ハルトノクラブ／茨城）

坂本 壮駿 （宇都宮中央）

山口 慎矢④ （中野島ＪＢＣ／新潟）

高畑 羽琉④ （新湊ジュニア／富山）

三浦 琉海④ （横浜白山／神奈川）

山縣 壮也 （宝木塚ジュニア／東京）

髙橋 和希 （綾瀬ジュニア／神奈川）

廣瀬 祥佑 （宇都宮ＪＢ）

杉戸 辰④ （神明ジュニア／群馬）

佐藤 空芽④ （ み は ら ）

島岡 直輝④ （青葉ジュニア／神奈川）

伊東 真輝 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

萩原 稀羅④ （桜川Ｊｒ．／茨城）

阿久津 彗介④ （今市ジュニア）

久保田 俊④ （ＭＣジュニア／群馬）

雫 颯 太 （宇都宮中央）

岩田 元徠④ （西豊田バドミントン／茨城）

福島 幸輝 （たなしＭＡＸ／東京）

武丸 侑樹 （渋谷ジュニア／東京）

川原 久遠 （にしずみスポーツ少年団／宮城）

進藤 そら （横浜白山／神奈川）

齋藤 翔④ （シャトラーズ深川／東京）

雨宮 亨太④ （青葉ジュニア／神奈川）

江連 晴羽 （プライドジュニア）

後藤 洸太④ （岩槻ジュニア／埼玉）

吉岡 響④ （宝木塚ジュニア／東京）

武 田 櫂 （恋南／茨城）

渡部 拓真 （ハルトノクラブ／茨城）

松下 侑叶 （宇都宮ＪＢ）

猪股 佑仁 （浪岡ジュニア／青森）

佐藤 策太④ （宝木塚ジュニア／東京）

細見 拓真 （大井沢／茨城）

竹田 煌生④ （ み は ら ）

奥 田 明 （西豊田バドミントン／茨城）

水沢 俐輝④ （小山ＪＢＣ）

木村 一護④ （志木ジュニア／埼玉）

植松 汐仁 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

大関 優斗 （東少年／茨城）

本橋 幹大④ （サザンウィングス／東京）

市村 惟翔④ （明野ちびバド／茨城）

中静 悠斗 （宇都宮中央）



第11回マロニエオープン 平成３０年３月３日 真岡市総合体育館・武道体育館

男子Ｃクラス（ＭＣ）

55
53 54

49

50

51

52

41

42

43

44

45

46

47

48

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

齊藤 優楽 （仙台大和／宮城）

林 祐 輝 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

檜山 誠太② （宇都宮中央）

清水 悠② （明野ちびバド／茨城）

江部 優太郎 （宇都宮ＪＢ）

石内 杜和② （神明ジュニア／群馬）

伊藤 一星 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

鈴木 大翔 （桜川Ｊｒ．／茨城）

林 大 智 （ＴｅａｍＰｏｗｅｒＨｉｔｔｅｒｓＭａｘ／埼玉）

志村 倫央 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

片野 淳大 （ハルトノクラブ／茨城）

戸土 相汰 （サザンウィングス／東京）

柴﨑 凱也 （恋南／茨城）

坂口 功② （渋谷ジュニア／東京）

横田 絆② （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

田中 飛羽 （大井沢／茨城）

田中 琥太郎② （宝木塚ジュニア／東京）

北川 敬大 （ み は ら ）

斉藤 天翔 （恋南／茨城）

武森 陽向② （小平ジュニア／東京）

福田 駿平 （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

美濃口 暖② （ハルトノクラブ／茨城）

進藤 あおい② （横浜白山／神奈川）

鈴木 大我② （宇都宮ＪＢ）

三木 瑛太② （シャトラーズ深川／東京）

坂脇 憲広② （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

津久井 優太② （神明ジュニア／群馬）

藤城 武之輔 （たなしＭＡＸ／東京）

寺島 拓夢② （仙台大和／宮城）

持丸 叶夢 （神明ジュニア／群馬）

増山 陽向 （宇都宮ＪＢ）

鴨志田 快 （宇都宮中央）

長岡 ほくと （大井沢／茨城）

小川 太幹 （プライドジュニア）

坂脇 聡介② （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

臼井 瑛飛 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

八城 遥斗② （西豊田バドミントン／茨城）

井渕 史瑛 （サザンウィングス／東京）

湯川 瑛大② （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

松本 綾太朗 （宝木塚ジュニア／東京）

小松 柚稀② （今市ジュニア）

藤森 海斗② （ハルトノクラブ／茨城）

味岡 友陽 （ＢＰＣ仙台／宮城）

雫 優心② （宇都宮中央）

坂本 大知② （ハルトノクラブ／茨城）

大滝 祢翔 （恋南／茨城）

和川 竜也 （小平ジュニア／東京）

管野 大陸 （宝木塚ジュニア／東京）

中村 陸人 （成沢バドミントン／茨城）

坂本 結翔② （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

北川 道椰 （ み は ら ）

松下 周叶② （宇都宮ＪＢ）

中沢 嵐② （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

中西 海斗 （志木ジュニア／埼玉）

神山 柊桔 （Ｆｅｅｌ）

栄永 康作 （明野ちびバド／茨城）
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宮 下 桧 （野田中根／千葉）

平野 優輔 （前橋東／群馬）

宮原 弘太朗 （志木ジュニア／埼玉）

小林 真翔 （桜川Ｊｒ．／茨城）

太 田 旭 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

古澤 翔（年長） （西豊田バドミントン／茨城）

赤坂 奏風 （角田ジュニア／宮城）

髙橋 真生 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

岡野 惺也 （恋南／茨城）

押久保 太智 （宇都宮中央）

佐々木 優一 （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

塩 谷 司 （たなしＭＡＸ／東京）

北川 達桔（年少） （ み は ら ）

遠藤 想空（年長） （Ｇ－ｅｇｇ ｃｌｕｂ／福島）

猪瀬 嵩人 （西豊田バドミントン／茨城）

石井 春馬 （ホワイトバーズ／東京）

北川 蓮梧 （ み は ら ）

鈴木 聡一郎 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

小池 晃靖 （桜川Ｊｒ．／茨城）

飯田 大翔 （西豊田バドミントン／茨城）

宮本 陽瑠（年長） （サザンウィングス／東京）

篠原 緑（年長） （志木ジュニア／埼玉）

土屋 和志 （八王子キッズバドラー／東京）

沼 端 蓮 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

小杉 耕勇 （宝木塚ジュニア／東京）

萩原 颯音 （恋南／茨城）

藤原 秀緯 （宇都宮ＪＢ）

稲光 勇翔（年長） （明野ちびバド／茨城）

小金井 道斗 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

有江 桜空 （久喜ＡＢＣ／埼玉）
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山北 奈緒 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

有馬 彩華 （宇都宮中央）

伊東 李央 （野の花クラブ／神奈川）

小森 彩音 （白沢ＢＣ）

鈴木 麗美 （桜川Ｊｒ．／茨城）

片 所 凜 （中野島ＪＢＣ／新潟）

斎藤 愛莉 （宇都宮ＪＢ）

真下 まどか （ＴｅａｍＰｏｗｅｒＨｉｔｔｅｒｓＭａｘ／埼玉）

中俣 瑠菜 （サザンウィングス／東京）

清瀬 璃子 （ＮＰ神奈川／神奈川）

隅田川 花凜 （練馬アドバンス／東京）

池田 桃華 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

齋藤 綺瞳 （プライドジュニア）

大島 聖奈 （小山羽球）

齊藤 とも江 （横浜白山／神奈川）

片野 千紘 （ハルトノクラブ／茨城）

橋村 羽奏 （小平ジュニア／東京）

小原 未空 （たなしＭＡＸ／東京）

棚橋 百栄 （豊ジュニア／茨城）

塚原 瑠菜 （小山羽球）

名古屋 真里奈 （渋谷ジュニア／東京）

齊田 真歩 （綾瀬ジュニア／神奈川）

中沢 亜美花 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

小太刀 香凜 （宇都宮中央）

勝木 こころ （じゃパンダＪｒ．／埼玉）

今村 汐利 （宝木塚ジュニア／東京）

髙田 萌々佳 （燕沢ジュニア／宮城）

小 松 杏 （今市ジュニア）

大出 千夏 （小山ＪＢＣ）

加藤 優奈 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

山村 羽織梨 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

河 端 葵 （八王子キッズバドラー／東京）

櫻井 愛実 （練馬アドバンス／東京）

髙松 未夢 （桜川Ｊｒ．／茨城）

小山 未來 （宇都宮中央）

伊藤 結衣 （青葉ジュニア／神奈川）

小林 彩華 （小山羽球）

山田 瑞季 （尾島ジュニア／群馬）

関野 凜奈 （野の花クラブ／神奈川）

峯崎 彩音 （宇都宮中央）

山下 穂乃 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

小山 陽香 （横浜白山／神奈川）

鴛海 千晴 （宝木塚ジュニア／東京）

永松 未侑 （桜川Ｊｒ．／茨城）

中村 心音 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

関 鈴 葉 （白沢ＢＣ）

藤 沼 麗 （今市ジュニア）

島 野 夢 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

冨田 美緒 （練馬アドバンス／東京）

柴山 芽愛 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

齋藤 怜那 （前橋東／群馬）

塙 ななみ （桜川Ｊｒ．／茨城）

櫻井 優香 （志木ジュニア／埼玉）

髙野 来蒔 （小平ジュニア／東京）

小野 ひより （ハルトノクラブ／茨城）

岡 野 優 （東少年／茨城）

深井 ゆあ （プログレス／新潟）

鈴木 優音 （桜川Ｊｒ．／茨城）

井本 陽菜 （羽飛／神奈川）

上村 彩綾 （八木崎ジュニア／埼玉）

鈴木 優芽亜 （小山ＪＢＣ）

落合 美帆 （泉ジュニア／秋田）

佐々木 梨緒 （宇都宮中央）

髙橋 未知 （横浜白山／神奈川）

岡田 音乃 （豊ジュニア／茨城）

太田 友歩 （八王子キッズバドラー／東京）

高宮 未來 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

黒羽 花音 （上里ジュニア／埼玉）

千葉 夢叶 （白沢ＢＣ）

曽雌 玲那 （プライドジュニア）
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山内 こころ （大曲バドスピリッツ／秋田）

伊東 煌羽④ （宇都宮中央）

佐藤 千風 （鴻巣アドバンス／埼玉）

江部 愛菜 （宇都宮ＪＢ）

湯川 真帆④ （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

鈴木 智子④ （豊ジュニア／茨城）

上 野 凛 （青葉ジュニア／神奈川）

柏瀬 百音 （神明ジュニア／群馬）

日向 秋葵④ （ み は ら ）

赤羽根 円加④ （渋谷ジュニア／東京）

清水 瑠菜 （明野ちびバド／茨城）

草間 寧音④ （東少年／茨城）

柴生田 莉実 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

廣田 琴心 （大井沢／茨城）

中野 真里 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

伊藤 ののか （ハルトノクラブ／茨城）

戸坂 未葵④ （ＴｅａｍＰｏｗｅｒＨｉｔｔｅｒｓＭａｘ／埼玉）

菅原 柚花④ （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

遠井 更紗 （宇都宮ＪＢ）

平 ゆ な （桜川Ｊｒ．／茨城）

比氣 妃奈④ （恋南／茨城）

八嶋 未來④ （久喜ＡＢＣ／埼玉）

窪田 理菜 （汲沢バドミントン／神奈川）

黒川 千佳 （上里ジュニア／埼玉）

矢吹 優来④ （大井沢／茨城）

水尻 紗也 （サザンウィングス／東京）

草間 結④ （西豊田バドミントン／茨城）

栗原 光夢 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

小山 涼風④ （宇都宮中央）

高津 愛花 （春日部白翔／埼玉）

石井 愛莉 （たなしＭＡＸ／東京）

塙 ひなた④ （桜川Ｊｒ．／茨城）

佐藤 菜々実④ （ホワイトスター／埼玉）

小金井 愛花④ （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

内藤 美月 （野田中根／千葉）

生井 穂乃果④ （西豊田バドミントン／茨城）

比留間 美尋 （サザンウィングス／東京）

菊池 菜々子 （恋南／茨城）

藤本 花珠④ （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

野澤 麻耶 （宇都宮ＪＢ）

千葉 結衣華④ （小山ＪＢＣ）

金沢 つぼみ④ （宝木塚ジュニア／東京）

御後 なつみ④ （野の花クラブ／神奈川）

鈴木 翔女④ （プライドジュニア）

千葉 深愛④ （白沢ＢＣ）

鈴木 結④ （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

秋葉 咲耶④ （サザンウィングス／東京）

久保田 類 （志木ジュニア／埼玉）

増子 綾苺④ （小山羽球）

山口 祐香 （渋谷ジュニア／東京）

大塚 咲愛 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

古郡 萌祢④ （Ｆｅｅｌ）

伊藤 綾祢④ （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

檜山 愛里奈④ （宇都宮中央）

明賀 円花 （大井沢／茨城）

入澤 美空 （小平ジュニア／東京）

田中 美衣 （羽飛／神奈川）

鈴木 あいり （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

青木 結菜 （神明ジュニア／群馬）

千葉 彩花④ （小山ＪＢＣ）

戸田 あずき （宇都宮中央）

佐伯 雛恵 （練馬アドバンス／東京）

藤原 津奈乃④ （宇都宮ＪＢ）

大鐘 優菜 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

久下 七花 （大井沢／茨城）

森 美 葡 （サザンウィングス／東京）

吉田 真央 （ハルトノクラブ／茨城）

伊藤 香菜子 （ホワイトスター／埼玉）

山田 光咲 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

猪瀬 蒼七 （西豊田バドミントン／茨城）

上瀧 千翔④ （仙台大和／宮城）

阿部 果凛④ （志木ジュニア／埼玉）

鈴木 友椛 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

笠井 朋恵 （大井沢／茨城）

鴨田 真歩 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

萩原 奈穂 （恋南／茨城）

内山 玲菜④ （東少年／茨城）

茶圓 彩花 （青葉ジュニア／神奈川）

青木 優羽 （桜川Ｊｒ．／茨城）

菅野 真綾 （宝木塚ジュニア／東京）

渡辺 佑菜④ （小山羽球）

山﨑 ひかる④ （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

尾無 文香④ （豊ジュニア／茨城）

柵木 はづき④ （渋谷ジュニア／東京）

白井 陽向 （宇都宮ＪＢ）

平田 涼④ （桜川Ｊｒ．／茨城）

土屋 和心美 （八王子キッズバドラー／東京）

葛谷 和奏 （大井沢／茨城）

佐々木 明音 （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

中山 あずさ （宇都宮中央）

白石 煌來④ （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

山賀 衣央莉④ （宮浦バドミントンスクール／新潟）

北川 遥椛 （ み は ら ）

石塚 悠菜 （明野ちびバド／茨城）

和氣 虹歩 （今市ジュニア）

真下 杏④ （ＴｅａｍＰｏｗｅｒＨｉｔｔｅｒｓＭａｘ／埼玉）

古澤 菜月 （西豊田バドミントン／茨城）

早野 亜依音 （宇都宮ＪＢ）

神尾 朱理④ （小平ジュニア／東京）

岸田 南乃芭 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．／神奈川）

原 愛実④ （宇都宮中央）

佐藤 杏④ （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

戸倉 笑花④ （青葉ジュニア／神奈川）

髙橋 乃愛④ （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

小杉 夏葉 （宝木塚ジュニア／東京）

篠原 那奈 （志木ジュニア／埼玉）

石川 乃乃葉 （たなしＭＡＸ／東京）

菅 野 心 （東少年／茨城）

岡村 千雪④ （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

萩原 心花④ （サザンウィングス／東京）

飯島 紗和 （大井沢／茨城）

坂本 愛依 （ハルトノクラブ／茨城）

渡部 瑞稀 （ミラクルキッズ／福島）

山北 眞緒 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）
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河村 実里 （志木ジュニア／埼玉）

村上 羽瑠 （宇都宮中央）

陸 麗 如 （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

畑中 彩花 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

髙山 桜加② （伊勢崎ジュニア／群馬）

永藤 輝音 （プライドジュニア）

小 野 彩 （ハルトノクラブ／茨城）

金澤 優咲② （渋谷ジュニア／東京）

樋口 丹里 （野の花クラブ／神奈川）

鈴木 彩乃 （桜川Ｊｒ．／茨城）

森田 七海② （たなしＭＡＸ／東京）

須藤 柚希② （ＭＣジュニア／群馬）

栗原 夢芽② （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

池田 苺華 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

内山 かんな （東少年／茨城）

今村 柊香 （宝木塚ジュニア／東京）

久下 三花 （大井沢／茨城）

宮本 青璃 （サザンウィングス／東京）

杉本 夏鈴 （大泉ＪＢＣ／群馬）

浅野 真央 （宇都宮中央）

齋藤 綾祢 （神明ジュニア／群馬）

高木 涼緒 （大井沢／茨城）

田中 四葉 （渋谷ジュニア／東京）

山下 咲季 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

大関 琉愛 （東少年／茨城）

鈴木 音羽 （プライドジュニア）

長谷 舞優 （羽飛／神奈川）

松倉 亜実② （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

平田 晴② （桜川Ｊｒ．／茨城）

佐藤 空菜 （鴻巣アドバンス／埼玉）

皆川 恵茉② （小平ジュニア／東京）

葛谷 果歩② （大井沢／茨城）

赤島 里香 （志木ジュニア／埼玉）

小池 帆乃霞② （桜川Ｊｒ．／茨城）

藤 沼 雫 （今市ジュニア）

山﨑 ちはる② （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

小林 きらら （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

萩原 絢菜② （恋南／茨城）

山北 莉緒 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

鈴木 彩未 （弘前ライクショット／青森）

細見 真子② （大井沢／茨城）

戸田 香穂② （小山ＪＢＣ）

折原 二菜 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

磯 佑衣奈 （桜川Ｊｒ．／茨城）

草間 愛実 （東少年／茨城）

高宮 彩衣 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

山口 玲衣 （サザンウィングス／東京）

齋藤 花怜 （前橋東／群馬）

櫻井 梨香 （志木ジュニア／埼玉）

佐藤 帆志乃② （宝木塚ジュニア／東京）

高 橋 歩 （大井沢／茨城）

柴山 萌花 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

瀬野 ひばり （プライドジュニア）

古澤 彩乃② （西豊田バドミントン／茨城）

白鳥 玲菜 （春日部白翔／埼玉）

小島 碧乃 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

德永 真依子② （宇都宮中央）

橋村 妃翔 （小平ジュニア／東京）

長谷川 葉月 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

石倉 千聖 （東少年／茨城）

東 里 桜 （渋谷ジュニア／東京）

内藤 羽菜② （野田中根／千葉）

田上 愛羽② （恋南／茨城）

木田 愛里 （たなしＭＡＸ／東京）

永井 花凜 （大井沢／茨城）

皆川 優衣 （宇都宮中央）

小池 璃利華② （桜川Ｊｒ．／茨城）

須藤 夏希 （ＭＣジュニア／群馬）

神本 真凪 （汲沢バドミントン／神奈川）

広瀬 紗麗 （宝木塚ジュニア／東京）

田中 依舞② （富士見ジュニア／愛知）

中沢 莉子② （プライドジュニア）

髙松 香音 （桜川Ｊｒ．／茨城）

藤本 來花② （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

田口 美羽 （ＮＰ神奈川／神奈川）

荒川 怜奈 （Ｇ－ｅｇｇ ｃｌｕｂ／福島）

山辺 彩由里 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）
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石川 るるう （たなしＭＡＸ／東京）

永井 凜央 （大井沢／茨城）

内村 彩乃 （志木ジュニア／埼玉）

坂本 寧音（年長） （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

入澤 美星（年長） （小平ジュニア／東京）

髙山 実桜（年中） （伊勢崎ジュニア／群馬）

髙松 ゆい （桜川Ｊｒ．／茨城）

齋 藤 翼 （シャトラーズ深川／東京）

藤原 ほのか （伊勢崎ジュニア／群馬）

栗原 芽生（年長） （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）

柏瀬 天芳（年長） （神明ジュニア／群馬）

坂井田 舞（年長） （宇都宮ＪＢ）

佐藤 文香 （宮浦バドミントンスクール／新潟）

林 優 月 （鎌ヶ谷ジュニア／千葉）

田 村 蘭 （神明ジュニア／群馬）

森崎 葉名 （有馬こども会／神奈川）

木瀬 颯希 （西豊田バドミントン／茨城）

楢原 希咲季（年長） （伊勢崎ジュニア／群馬）

中泉 琉花 （恋南／茨城）

板橋 ゆい （仙台大和／宮城）

中野 日麗 （伊勢崎ジュニア／群馬）

志賀 菜々子 （宇都宮ＪＢ）

神原 光来 （志木ジュニア／埼玉）

矢嶋 莉桜 （ＭＣジュニア／群馬）

稲葉 愛莉 （直江津ＪＢＣ／新潟）

水尻 茉那（年長） （サザンウィングス／東京）

植松 好香 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ／埼玉）


