
 
 

第12回マロニエオープン 平成31年3月2日 真岡市総合体育館・武道体育館

男子Ａクラス（ＭＡ）
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三浦 大地 （青葉ジュニア／神奈川）

山口 浩克輝 （宇都宮ＪＢ）

戸村 大地 （角田ジュニア／宮城）

永田 識洋 （プライドジュニア）

上原 一真 （横浜白山／神奈川）

荻原 勇人 （今市ジュニア）

渡部 拓真 （ハルトノクラブ／茨城）

石若 泰智 （三条クラーク／神奈川）

雫 颯 太 （宇都宮中央）

堀川 夢真 （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

竹下 直輝 （高洲ホープス／千葉）

廣瀬 海翔 （ み は ら ）

柴田 航希 （練馬アドバンス／東京）

中泉 遥人 （恋南／茨城）

池沢 倖太 （ＲＩＳＥ）

佐瀬 龍之介 （前橋東／群馬）

玉 川 空 （ＧＰＷジュニア／福島）

櫻井 慎大 （宇都宮ＪＢ）

鈴木 泰芽 （たなしＭＡＸ／東京）

茜ケ久保 信平 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

指首 湧斗 （プライドジュニア）

鈴木 怜依 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

江口 幸輝 （大清水／神奈川）

美濃口 舜 （ハルトノクラブ／茨城）

山上 舜太 （横浜白山／神奈川）

坂本 壮駿 （宇都宮中央）

村田 煌志 （ガティジュニア）

佐藤 和月 （白根エンゼルス／新潟）

江連 晴羽 （プライドジュニア）

岡野 咲也 （恋南／茨城）

松下 侑叶 （宇都宮ＪＢ）

森井 絢哉 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

柳 悠 太 （ 城 東 ）

阿部 壮汰 （ＧＰＷジュニア／福島）

五味川 柊 （大徳ジュニア／石川）

桃井 亮磨 （練馬アドバンス／東京）

中西 来一 （ 五 代 ）

関口 和人 （清原ジュニア）

神原 成那 （志木ジュニア／埼玉）

冨田 颯之介 （スリーセブンジュニア／千葉）

有江 琥珀 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

戸田 凛太郎 （宇都宮中央）

中島 希大 （沼田バドスポ少／山形）

神山 響生 （Ｆｅｅｌ）

髙橋 和希 （綾瀬ジュニア／神奈川）
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三木 颯斗 （ハルトノクラブ／茨城）

劉 嘉 人 （高洲ホープス／千葉）

戸土 相汰④ （サザンウィングス／東京）

関戸 浩之介 （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

上 重 渉 （流山ジュニア／千葉）

吉原 棟建④ （今市ジュニア）

椎名 洸介④ （三郷ダックス／埼玉）

伊藤 一星④ （久喜ＡＢＣ／埼玉）

増山 陽向④ （宇都宮ＪＢ）

岩下 慶一郎 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

檜山 泰河 （宇都宮中央）

小谷 翔太 （ホワイトバーズ／東京）

石若 湊太④ （三条クラーク／神奈川）

原 蓮太朗 （前橋東／群馬）

中嶋 真志 （ＳＵＮＳ２００４／東京）

市村 惟翔 （あけのＣｈａｌｌｅｎｇｅＪＢＣ／茨城）

黒川 蒼史 （練馬アドバンス／東京）

佐藤 空芽 （ み は ら ）

柴崎 裕希④ （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

鈴木 啓真 （桜川Ｊｒ．／茨城）

仲田 彩凄④ （白河ひがし／福島）

小川 太幹④ （プライドジュニア）

村本 匠④ （ 城 東 ）

大滝 祢翔④ （恋南／茨城）

古田 大翔 （宇都宮中央）

八月朔日 康介④ （ハルトノクラブ／茨城）

田代 隼也 （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

石井 大翔 （ホワイトバーズ／東京）

宮内 直翔 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

雨宮 亨太 （青葉ジュニア／神奈川）

大平 琉世 （白河ひがし／福島）

小川 泰慧 （宇都宮中央）

加納 康平 （流山ジュニア／千葉）

岡 部 翔 （綾瀬ジュニア／神奈川）

野口 馳矢④ （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

水沢 俐輝 （小山ＪＢＣ）

安齋 和司④ （あおばイーグルス／宮城）

永沢 祥吾 （三郷ダックス／埼玉）

三浦 舞翔 （ガティジュニア）

穂積 蒼太④ （あけのＣｈａｌｌｅｎｇｅＪＢＣ／茨城）

後藤 洸太 （岩槻ジュニア／埼玉）

小峯 泰成 （ハルトノクラブ／茨城）

安藤 光希④ （三郷ダックス／埼玉）

志村 倫央④ （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

大橋 亮夫 （宇都宮中央）

市村 祐作 （桜川Ｊｒ．／茨城）

宮 智浩④ （角田ジュニア／宮城）

田村 諒介 （西湘ＢＣ／神奈川）

田代 温大 （野田中根／千葉）

井渕 史瑛④ （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

鈴木 奏楽④ （ＢＰＣ仙台／宮城）

本橋 幹大 （サザンウィングス／東京）

鈴木 康介 （ み は ら ）

石野 真聖 （流山ジュニア／千葉）

藤澤 智樹 （西尾ジュニア／愛知）

栄永 康作④ （あけのＣｈａｌｌｅｎｇｅＪＢＣ／茨城）

今井 隆希 （宇都宮中央）

杉 戸 辰 （神明ジュニア／群馬）

小柳 蒼太 （サザンウィングス／東京）

楊 佳逸④ （三郷ダックス／埼玉）

斉藤 天翔④ （恋南／茨城）

渡邊 大輝 （しばたシャトルモンキー／新潟）

遠藤 史哉 （ガティジュニア）

斎藤 龍伸 （白河ひがし／福島）

門 井 翔 （ホワイトバーズ／東京）

神山 柊桔④ （Ｆｅｅｌ）

合田 拓翔④ （たなしＭＡＸ／東京）

福田 駿平④ （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

鈴木 大翔④ （桜川Ｊｒ．／茨城）

島岡 直輝 （青葉ジュニア／神奈川）

笹目 脩徳 （三郷ダックス／埼玉）

石塚 柚羽④ （流山ジュニア／千葉）

小川 陽一朗 （角田ジュニア／宮城）

佐藤 大修 （宮浦バドミントンスクール／新潟）

和川 竜也④ （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

鴨志田 快④ （宇都宮中央）

三浦 琉海 （横浜白山／神奈川）

片野 敦大④ （ハルトノクラブ／茨城）

宗像 瞬輝 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

丸山 蓮央 （小山ＪＢＣ）

田中 太陽 （三条クラーク／神奈川）

羽賀 晴人 （豊浦スペリオール／新潟）

齊藤 優楽④ （仙台大和／宮城）

矢嶋 柚葵 （ＭＣジュニア／群馬）

角倉 陽太④ （西尾ジュニア／愛知）

黒田 紘右 （宇都宮ＪＢ）

柴﨑 凱也④ （恋南／茨城）

阿部 煌太④ （南城小バドミントン育成会／岩手）

高野 陽色 （三条クラーク／神奈川）

根本 舜生 （綾瀬ジュニア／神奈川）

堀井 渓佑 （宇都宮中央）

伊藤 真樹隆④ （藤代ジュニア／茨城）

笹島 悠瑚④ （三郷ダックス／埼玉）

金子 歩夢 （ＳＵＮＳ２００４／東京）

星野 諒太④ （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

萩原 稀羅 （桜川Ｊｒ．／茨城）

臼井 瑛飛④ （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

八月朔日 健太 （ハルトノクラブ／茨城）

田中 拓海 （ み は ら ）

阿佐美 成龍④ （ガティジュニア）

味岡 友陽④ （ＢＰＣ仙台／宮城）

石塚 優太朗 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

中村 陸人④ （桜川Ｊｒ．／茨城）

上 重 響 （流山ジュニア／千葉）

廣木 優稀 （三郷ダックス／埼玉）

椎名 倖太郎 （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

福山 航大④ （サザンウィングス／東京）

太 田 響 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

八木澤 賢翼 （宇都宮中央）
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鈴木 悠輔 （流山ジュニア／千葉）

岩 下 僚 （ガティジュニア）

石若 陽翔② （三条クラーク／神奈川）

吉川 岳陽 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

坂本 大知 （ハルトノクラブ／茨城）

王 奕 軒 （三郷ダックス／埼玉）

鈴木 大我 （宇都宮ＪＢ）

三木 瑛太 （シャトラーズ深川／東京）

山口 晃央 （前橋東／群馬）

赤坂 奏風② （角田ジュニア／宮城）

戸土 陽稀② （サザンウィングス／東京）

市村 雅人② （桜川Ｊｒ．／茨城）

北川 蓮梧② （ み は ら ）

玉木 佑弥 （たなしＭＡＸ／東京）

雫 優 心 （宇都宮中央）

森 徠翔② （プライドジュニア）

髙橋 真生② （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

横 田 絆 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

向尾 晃樹 （ハルトノクラブ／茨城）

石田 哲也 （三郷ダックス／埼玉）

檜山 誠太 （宇都宮中央）

丸山 琥楠② （小山ＪＢＣ）

大宮 蒼空 （相馬シャトルズ／福島）

湯石 蓮② （桜川Ｊｒ．／茨城）

村本 優人② （ 城 東 ）

白坂 夏絆 （小平ジュニア／東京）

中西 漣② （ 五 代 ）

佐々木 優一② （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

岡野 惺也② （恋南／茨城）

佐々木 翔② （ＢＰＣ仙台／宮城）

木幡 大河② （流山ジュニア／千葉）

清 水 悠 （あけのＣｈａｌｌｅｎｇｅＪＢＣ／茨城）

有江 桜空② （久喜ＡＢＣ／埼玉）

藤森 海斗 （ハルトノクラブ／茨城）

進藤 あおい （横浜白山／神奈川）

萩原 颯音② （恋南／茨城）

松本 泰希 （ガティジュニア）

津久井 優太 （神明ジュニア／群馬）

塩谷 朱雀 （小平ジュニア／東京）

藤原 秀緯② （宇都宮ＪＢ）

張 暢洋② （プライドジュニア）

大宮 冬真② （相馬シャトルズ／福島）

小金井 道斗② （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

鈴木 京介② （藤代ジュニア／茨城）

安齋 誠人② （あおばイーグルス／宮城）

安齋 新生 （宇都宮中央）

堀川 真暉 （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

会田 壮良② （三郷ダックス／埼玉）

小池 晃靖② （桜川Ｊｒ．／茨城）

塩谷 司② （たなしＭＡＸ／東京）

石井 春馬② （ホワイトバーズ／東京）

井上 颯藍 （流山ジュニア／千葉）

松 永 翔 （ガティジュニア）

吉河 宙輝 （三郷ダックス／埼玉）

鈴木 聡一郎② （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

木崎 理駆 （スマイル吹上／埼玉）

内田 壮一郎 （たなしＭＡＸ／東京）

小松 柚稀 （今市ジュニア）

押久保 太智② （宇都宮中央）

阿部 旭陽② （南城小バドミントン育成会／岩手）

平野 優輔② （前橋東／群馬）

山本 将太郎 （三郷ダックス／埼玉）

松下 周叶 （宇都宮ＪＢ）

髙 野 駿 （ＭＣジュニア／群馬）

成田 理琥② （プライドジュニア）

美濃口 暖 （ハルトノクラブ／茨城）

宮下 桧② （野田中根／千葉）



第12回マロニエオープン 平成31年3月2日 真岡市総合体育館・武道体育館

男子Ｄクラス（ＭＤ）

19
17 18

13

14

15

16

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

篠 原 緑 （志木ジュニア／埼玉）

伴野 尊琉（年長） （ＮＯＣＫＳ／東京）

成田 琥皇（年長） （プライドジュニア）

中島 丈尚 （青葉ジュニア／神奈川）

孫 晨 旭 （三郷ダックス／埼玉）

権田 祐斗 （大泉ＪＢＣ／群馬）

田村 颯介 （西湘ＢＣ／神奈川）

増山 陽希（年長） （宇都宮ＪＢ）

市原 碧人 （横浜白山／神奈川）

佐野 健太（年長） （たなしＭＡＸ／東京）

茜ケ久保 千悟 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

鈴木 翔太（年中） （藤代ジュニア／茨城）

指首 拓杜 （プライドジュニア）

北川 達桔（年中） （ み は ら ）

石井 星楽（年長） （伊勢崎ジュニア／群馬）

角倉 蓮太（年長） （西尾ジュニア／愛知）

藤田 翔賢 （ガティジュニア）

魚谷 穣二 （三郷ダックス／埼玉）

大束 龍歳 （青葉ジュニア／神奈川）

宮本 陽瑠 （サザンウィングス／東京）
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砂川 温香 （流山ジュニア／千葉）

吉田 真央 （ハルトノクラブ／茨城）

岩本 夕奈 （練馬アドバンス／東京）

角倉 莉菜 （西尾ジュニア／愛知）

青木 花乃 （スマイル吹上／埼玉）

遠井 更紗 （宇都宮ＪＢ）

茶圓 彩花 （青葉ジュニア／神奈川）

羽鳥 陽菜 （ガティジュニア）

鈴木 莉櫻 （白河ひがし／福島）

青木 優羽 （桜川Ｊｒ．／茨城）

齋藤 美怜 （角田ジュニア／宮城）

入澤 美空 （小平ジュニア／東京）

黒坂 未来 （沼田バドスポ少／山形）

水尻 紗也 （サザンウィングス／東京）

丹 佑 月 （高洲ホープス／千葉）

菅原 仁奈 （三条クラーク／神奈川）

菅井 理央 （仙台大和／宮城）

石川 乃乃葉 （たなしＭＡＸ／東京）

山田 光咲 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

京野 梨心 （大和市ジュニア／神奈川）

齋藤 天音 （ 城 東 ）

久下 七花 （ハルトノクラブ／茨城）

山口 来実 （前橋東／群馬）

吉 田 恵 （練馬アドバンス／東京）

北川 遥椛 （ み は ら ）

比留間 美尋 （サザンウィングス／東京）

萩原 奈穂 （恋南／茨城）

佐藤 千風 （鴻巣アドバンス／埼玉）

戸田 あずき （宇都宮中央）

大久保 さくら （仙台大和／宮城）

鈴木 友椛 （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

冨山 涼珠 （藤代ジュニア／茨城）

川村 詩織 （しばたシャトルモンキー／新潟）

伊藤 ののか （ハルトノクラブ／茨城）

佐々木 明音 （Ｓｅｌｆｉｓｈ／神奈川）

菅原 朱音 （鴻巣アドバンス／埼玉）

吉岡 留奈 （宮郷ジュニア／群馬）

眞 鍋 柚 （流山ジュニア／千葉）

田波 未櫻 （白沢ＢＣ）

伊藤 香菜子 （ホワイトスター／埼玉）

菊池 菜々子 （恋南／茨城）

上 野 凛 （青葉ジュニア／神奈川）

阿佐美 星空 （ガティジュニア）

篠原 那奈 （志木ジュニア／埼玉）

中山 あずさ （宇都宮中央）

白坂 琉璃 （小平ジュニア／東京）

林 美 佑 （横浜白山／神奈川）

小松 真歩 （白河ひがし／福島）

白井 陽向 （宇都宮ＪＢ）

鶴田 光希 （ＧＰＷジュニア／福島）

柴生田 莉実 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

武田 沙綾 （野田中根／千葉）

水本 明希 （西尾ジュニア／愛知）

髙橋 あおい （Ｆｅｅｌ）

森 美 葡 （サザンウィングス／東京）

田島 潮音 （流山ジュニア／千葉）

坂本 愛依 （ハルトノクラブ／茨城）

松村 涼香 （ＳＵＮＳ２００４／東京）

川﨑 俐奈 （鴻巣アドバンス／埼玉）

佐々木 香乃 （仙台大和／宮城）

星野 結依 （高洲ホープス／千葉）

清水 瑠菜 （あけのＣｈａｌｌｅｎｇｅＪＢＣ／茨城）

佐伯 雛恵 （練馬アドバンス／東京）

菊池 祐菜 （スマイル吹上／埼玉）

松舘 瑚白 （宇都宮中央）

岸田 南乃芭 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．／神奈川）
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平 田 涼 （桜川Ｊｒ．／茨城）

髙野 菜々美 （ＭＣジュニア／群馬）

荒木 奈那 （ み は ら ）

五十嵐 みこ （伊勢崎ジュニア／群馬）

佐野 はるか （たなしＭＡＸ／東京）

庄司 果真 （三郷ダックス／埼玉）

小谷 菜乃花 （藤代ジュニア／茨城）

藤田 咲希 （ＧＰＷジュニア／福島）

瀬野 ひばり④ （プライドジュニア）

千葉 結衣華 （小山ＪＢＣ）
鈴木 智子 （ハルトノクラブ／茨城）

真 下 杏 （ホワイトスター／埼玉）

伊東 煌羽 （宇都宮中央）

黒澤 陽悦④ （流山ジュニア／千葉）

杉本 夏鈴④ （大泉ＪＢＣ／群馬）

橋村 妃翔④ （小平ジュニア／東京）

青山 ゆいり （ハルトノクラブ／茨城）

丸山 璃奈 （宇都宮中央）

福島 帆風 （前橋東／群馬）

秋葉 咲耶 （サザンウィングス／東京）

島田 紗帆 （ 白 沢 Ｂ Ｃ ）

小林 若葉 （西尾ジュニア／愛知）

竿田 陽和 （三条クラーク／神奈川）

螺良 心花 （ 城 東 ）

湯石 未來④ （桜川Ｊｒ．／茨城）

板橋 りな （仙台大和／宮城）

新井 里奈④ （高洲ホープス／千葉）
新井 萌乃 （練馬アドバンス／東京）

山本 優奈④ （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

佐藤 空菜④ （鴻巣アドバンス／埼玉）

鈴木 彩未④ （弘前ライクショット／青森）

石井 愛莉 （たなしＭＡＸ／東京）
植草 果歩④ （三郷ダックス／埼玉）

恩田 和花 （大泉ＪＢＣ／群馬）

金原 明香 （ 白 沢 Ｂ Ｃ ）

小金井 愛花 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

飛山 暖④ （藤代ジュニア／茨城）

大平 結依④ （宇都宮中央）
土屋 佑愛 （伊勢崎ジュニア／群馬）

鈴木 翔女 （プライドジュニア）

冨田 日南乃 （恋南／茨城）

皆川 優衣④ （宇都宮中央）

眞鍋 杏④ （流山ジュニア／千葉）

小野 彩④ （ハルトノクラブ／茨城）
水澤 茉生④ （しばたシャトルモンキー／新潟）

吉野 陽向多 （練馬アドバンス／東京）

工藤 彩歩 （泉ジュニア／秋田）

佐藤 弥生 （白根エンゼルス／新潟）

高田 湖都 （三郷ダックス／埼玉）

古郡 萌祢 （ Ｆ ｅ ｅ ｌ ）

小林 色葉 （西尾ジュニア／愛知）

山口 玲衣④ （サザンウィングス／東京）
檜山 愛里奈 （宇都宮中央）

木崎 美優 （スマイル吹上／埼玉）

戸部 碧月 （流山ジュニア／千葉）

輿石 愛佳 （青葉ジュニア／神奈川）

藤沼 雫④ （ＺＥＲＯジュニア）

井上 咲良④ （志木ジュニア／埼玉）
長谷部 紗那④ （角田ジュニア／宮城）

塙 ひなた （桜川Ｊｒ．／茨城）

上野 朱音 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

山辺 彩由里④ （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

山本 優愛 （西尾ジュニア／愛知）

屋代 咲季④ （高洲ホープス／千葉）

木田 愛里④ （たなしＭＡＸ／東京）

木幡 莉花 （流山ジュニア／千葉）

伊藤 はな （伊勢崎ジュニア／群馬）

高橋 光虹④ （三郷ダックス／埼玉）

千葉 彩花 （小山ＪＢＣ）

山賀 衣央莉 （宮浦バドミントンスクール／新潟）

吉村 礼衣 （宇都宮中央）

坂本 心優④ （藤代ジュニア／茨城）
畑中 彩花④ （ＰｒｏｇｒｅｓｓＪｒ．／千葉）

鈴木 音羽④ （プライドジュニア）

西本 沙織 （スマイル吹上／埼玉）

岩本 莉奈④ （練馬アドバンス／東京）

鈴木 彩乃④ （桜川Ｊｒ．／茨城）

小野里 美那 （前橋東／群馬）

宮本 青璃④ （サザンウィングス／東京）

原 愛 実 （宇都宮中央）

高田 沙都 （三郷ダックス／埼玉）

櫻井 咲希④ （ み は ら ）

長谷川 檎々 （たなしＭＡＸ／東京）

権田 悠奈 （大泉ＪＢＣ／群馬）

藤田 美羽 （ガティジュニア）

久下 三花④ （ハルトノクラブ／茨城）

水澤 芽生④ （しばたシャトルモンキー／新潟）

千葉 深愛 （ 白 沢 Ｂ Ｃ ）

白木 里英 （白河ひがし／福島）
斉藤 綾祢④ （神明ジュニア／群馬）

磯 佑衣奈④ （桜川Ｊｒ．／茨城）

赤坂 恋奈④ （角田ジュニア／宮城）

浅野 真央④ （宇都宮中央）

阿部 唯愛来 （たなしＭＡＸ／東京）
稲森 結希 （ 白 沢 Ｂ Ｃ ）

永藤 輝音④ （プライドジュニア）

比氣 妃奈 （恋南／茨城）

岡田 志穂 （ み は ら ）

吉野 穂乃花 （練馬アドバンス／東京）

北野 満豊 （流山ジュニア／千葉）
松本 羽珠 （大和市ジュニア／神奈川）

中根 千夏 （西尾ジュニア／愛知）

髙橋 乃愛 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ／神奈川）

岩澤 梨真④ （三郷ダックス／埼玉）

髙松 香音④ （桜川Ｊｒ．／茨城）

村上 羽瑠④ （宇都宮中央）
佐藤 菜々実 （ホワイトスター／埼玉）

片岡 心優 （有馬こども会／神奈川）

上瀧 千翔 （仙台大和／宮城）

八嶋 未來 （久喜ＡＢＣ／埼玉）

高橋 亜依 （藤代ジュニア／茨城）

戸倉 笑花 （青葉ジュニア／神奈川）

萩原 心花 （サザンウィングス／東京）

堀 陽 和 （しばたシャトルモンキー／新潟）
池沢 桃花④ （ Ｒ Ｉ Ｓ Ｅ ）

石川 夏福④ （三郷ダックス／埼玉）

須藤 夏希④ （ＭＣジュニア／群馬）

宮田 凪菜 （流山ジュニア／千葉）

齋藤 花怜④ （前橋東／群馬）

西前 詩音 （ 五 代 ）
森田 実里 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

榎本 真奈④ （ハルトノクラブ／茨城）

松本 麗奈④ （横浜白山／神奈川）

小山 涼風 （宇都宮中央）
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皆川 恵茉 （小平ジュニア／東京）

神原 光来② （志木ジュニア／埼玉）

髙松 ゆい② （桜川Ｊｒ．／茨城）

久保 奈津 （嵐山バドミントンクラブ／埼玉）

稲付 くるみ （たなしＭＡＸ／東京）

菊地 咲羽② （白河ひがし／福島）

古谷 紗菜 （プライドジュニア）

柏木 結衣 （宇都宮中央）

青木 心音 （三郷ダックス／埼玉）

佐藤 文香② （宮浦バドミントンスクール／新潟）

加藤 あおい （ＢＰＣ仙台／宮城）

小池 帆乃霞 （桜川Ｊｒ．／茨城）

古河 小春 （ガティジュニア）

直井 萌々香 （白沢ＢＣ）

須藤 柚希 （ＭＣジュニア／群馬）

萩原 絢菜 （恋南／茨城）

津崎 帆乃 （有馬こども会／神奈川）

中沢 莉子 （プライドジュニア）

竿田 風奏② （三条クラーク／神奈川）

青山 ひかり （ハルトノクラブ／茨城）

伊藤 ひより② （伊勢崎ジュニア／群馬）

森田 七海 （たなしＭＡＸ／東京）

德永 真依子 （宇都宮中央）

堤 凜月② （桜川Ｊｒ．／茨城）

廣瀬 香春 （大徳ジュニア／石川）

佐々木 千奈 （仙台大和／宮城）

吉野 羽都希 （練馬アドバンス／東京）

三木 彩加② （シャトラーズ深川／東京）

権田 美奈 （大泉ＪＢＣ／群馬）

島田 和紗② （白沢ＢＣ）

田島 星音② （流山ジュニア／千葉）

木 下 杏 （三郷ダックス／埼玉）

木下 結瑛② （ＮＯＣＫＳ／東京）

佐藤 心彩 （ＧＰＷジュニア／福島）

板橋 ゆい② （仙台大和／宮城）

斎藤 ゆり乃② （しばたシャトルモンキー／新潟）

土屋 愛莉② （伊勢崎ジュニア／群馬）

田波 埜乃② （白沢ＢＣ）

田中 美月 （三条クラーク／神奈川）

引地 りせ （角田ジュニア／宮城）

下野 愛莉② （プライドジュニア）

川俣 美羽② （桜川Ｊｒ．／茨城）

大平 美緒② （宇都宮中央）

藤田 那菜 （ＧＰＷジュニア／福島）

中泉 琉花② （恋南／茨城）

垣内 美輝② （上戸ジュニア）

伴野 碧唯 （ＮＯＣＫＳ／東京）

市川 鈴菜 （白河ひがし／福島）

鈴木 彩乃② （大泉ＪＢＣ／群馬）

松丸 遥② （三郷ダックス／埼玉）

平 田 晴 （桜川Ｊｒ．／茨城）

齋藤 翼② （シャトラーズ深川／東京）

小川 史栞 （三郷ダックス／埼玉）

阿部 美鈴 （プライドジュニア）

田上 愛羽 （恋南／茨城）

菊池 睦美 （スマイル吹上／埼玉）

小池 璃利華 （桜川Ｊｒ．／茨城）

髙山 桜加 （伊勢崎ジュニア／群馬）

藤田 空音 （ガティジュニア）

中村 羽奈 （ハルトノクラブ／茨城）

戸田 香穂 （小山ＪＢＣ）

森崎 葉名② （有馬こども会／神奈川）

福山 咲季② （サザンウィングス／東京）

橋本 和奏 （三郷ダックス／埼玉）

志賀 菜々子② （宇都宮ＪＢ）

佐藤 陽菜② （宮浦バドミントンスクール／新潟）

恩田 絋菜 （大泉ＪＢＣ／群馬）

石川 るるう② （たなしＭＡＸ／東京）



第12回マロニエオープン 平成31年3月2日 真岡市総合体育館・武道体育館

女子Ｄクラス（ＷＤ）

23
21 22

17

18

19

20

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

柏瀬 天芳 （神明ジュニア／群馬）

坂井田 舞 （宇都宮ＪＢ）

田中 星（年長） （三条クラーク／神奈川）

長谷川 優（年長） （ガティジュニア）

高山 実桜（年長） （伊勢崎ジュニア／群馬）

中村 彩乃 （桜川Ｊｒ．／茨城）

青 木 愛 （ＮＯＣＫＳ／東京）

安藤 彩葉 （三郷ダックス／埼玉）

伊藤 美香怜 （藤代ジュニア／茨城）

長原 里紗 （横浜白山／神奈川）

佐藤 雪巳（年中） （鴻巣アドバンス／埼玉）

冨田 千晴 （恋南／茨城）

水尻 茉那 （サザンウィングス／東京）

高田 あおい（年長） （ガティジュニア）

楢原 希咲季 （伊勢崎ジュニア／群馬）

石井 伊織（年長） （ホワイトバーズ／東京）

劉 睿渓（年長） （高洲ホープス／千葉）

田中 優羽 （白根エンゼルス／新潟）

平居 由衣 （三郷ダックス／埼玉）

中川 ひまり （藤代ジュニア／茨城）

木下 稀結（年中） （ＮＯＣＫＳ／東京）

田上 優羽（年長） （恋南／茨城）

小宮 春乃 （白沢ＢＣ）

入澤 美星 （小平ジュニア／東京）


