
第7回ストロベリーオープン 2019年7⽉6⽇開催
種目 所属
MA 1 山崎　遥人② 永井　貴大② 清原中・陽北中

MA 2 牧野　泰大③ 菅原　光生② タカハシクラブ⾦曜会／宮城

MA 3 小菅　颯③ 岡村　理史③ 星が丘中・宇東附中

MA 4 髙山 悠良輝③ 深江 昂世③ 中央中等教育学校／群馬

MA 5 小堀　善平③ 三田　史向② ⻑野中／埼⽟

MA 6 ⽴⽯　柚⽉② 田嶋　晄② 上⾥ジュニア／埼⽟

MA 7 廣瀬 海翔① 柳 悠太① ＫＲＡＴＳ栃木

MA 8 鈴木 啓真⑥ 市村 祐作⑥ 桜川Ｊｒ．／茨城

MA 9 弓取 聖哉③ 小林 良多③ 河内中

MA 10 檜山　泰河⑥ 後藤　洸太⑥ 宇都宮中央・岩槻ジュニア／埼⽟

MA 11 古田　瑞樹② 栗山　幸太② 宇東附中・泉が丘中

MA 12 ⼾田　凛太郎① 雫　颯太① NANAHA　Jr.

MA 13 中田　昂希③ 松澤　しおん③ 星が丘中

MB 1 竹村　晴③ 武田　翔③ タカハシクラブ⾦曜会／宮城

MB 2 堀口　駿太② ⽯川　悟① ⻑野中／埼⽟

MB 3 相川　武蔵⑥ 小林　拓実⑥ 上⾥ジュニア／埼⽟

MB 4 上原　一真① 宮城　崇⑥ 横浜⽩山／神奈川

MB 5 荒瀬　尊翔⑥ 三浦　琉海⑥ 横浜⽩山／神奈川

MB 6 荒井　⻁汰郎② 阿久津　彗介⑥ ZERO　Jr.

MB 7 鈴木　康介⑥ 佐藤　空芽⑥ みはら

MB 8 渡辺　勘太③ 渡邉　凌空② 陽北中

MB 9 井野口 大和③ 神山 響生① Ｆｅｅｌ

MB 10 髙澤 駿③ ⻑⾕川 颯③ Ｆｅｅｌ

MB 11 飯塚 巧③ 岡田 陽太③ Ｆｅｅｌ

MB 12 北川 颯大③ 保泉 孝介③ Ｆｅｅｌ

MB 13 鈴木 颯太③ 原田 拓実③ 河内中

MB 14 梅田　一磨② 小⽟　祥太郎② 河内中

MB 15 遠藤　駿斗③ 梶原　悠希② 河内中

MB 16 杉本　健太③ 坂本　壮駿① 河内中

MB 17 古田　大翔⑥ 堀井　渓佑⑥ 宇都宮中央

MB 18 川俣　歩夢⑥ 今井　隆希 宇都宮中央

MB 19 釜島　唯鶴② 渡邉　友起② 星が丘中

MB 20 ⼋木澤　⾠騎③ 海⽼根　陽希③ 若松原中
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WA 1 福島 華乃③ 門倉 菜⽉③ 小川東中／埼⽟

WA 2 及川　実生③ 佐々木　愛果③ タカハシクラブ⾦曜会／宮城

WA 3 小野　美早紀③ 宮本　瑞生③ タカハシクラブ⾦曜会／宮城

WA 4 ⿅沼 万由⼦③ 岡崎 瑠那③ 前橋東中／群馬

WA 5 梅山　乃愛③ ⽯原　愛佳③ 前橋東中／群馬

WA 6 関　鈴葉② 田波　未櫻① 古⾥中

WA 7 永尾　仁胡③ 大森　柊果③ 上⾥ジュニア／埼⽟

WA 8 ⿊⽻　花⾳② ⿊川　千佳① 上⾥ジュニア／埼⽟

WA 9 井田　杏奈① 相川　和葉⑥ 上⾥ジュニア／埼⽟

WA 10 高田　沙都⑥ 高田　湖都⑥ 三郷ダックス／埼⽟

WA 11 荒瀬　翠栞③ 齊藤　とも江② 横浜⽩山／神奈川

WA 12 進藤　さくら③ 中嶋　楓花③ 横浜⽩山／神奈川

WA 13 渋原　有純⑥ 小林　友⾹⑥ 吉田バドミントン／茨城

WA 14 杉崎　彩乃② 中澤　英⾥② スーパーバード／宮城

WA 15 新田　紗矢⑥ 丹野　琴瀬⑥ 連坊ジュニア／宮城

WA 16 藤沼　麗② 和氣　虹歩① ZERO　Jr.

WA 17 岡田　陽⾹③ 齋藤　花菜⼦③ 河内中

WA 18 佐竹　真朋③ 阿部　楽々③ 明⽯台ジュニア／宮城

WA 19 檜山　愛⾥奈⑥ 原　愛実⑥ 宇都宮中央

WA 20 ⼾田　あずき① 中山　あずさ① NANAHA　Jr.

WB 1 ⽩木　⾥英⑥ 大河原　心晴⑥ ⽩河ひがし／福島

WB 2 増⼦　綾苺⑥ 渡辺　佑菜⑥ 小山⽻球

WB 3 斎藤　和泉② 畠山　七海② タカハシクラブ⾦曜会／宮城

WB 4 星野　茉⼦⑥ 中田　莉奈⑥ 所沢ジュニア／埼⽟

WB 5 大⽉　琉⾹⑥ 中⻄　歩⑥ 所沢ジュニア／埼⽟

WB 6 新井 心愛③ 大田 愛美③ 前橋東中／群馬

WB 7 田嶋　和奏② 新井　美紗紀① 嵐山ビーンズ／埼⽟

WB 8 小出　早紀⑥ 森田　実⾥⑥ 嵐山ビーンズ／埼⽟

WB 9 土屋　佑愛⑥ 五⼗嵐　みこ⑥ 伊勢崎ジュニア／群馬

WB 10 清水　結芽① 鈴木　真歩① 宮の原中

WB 11 林　美佑① 明⽯　春⾹⑥ 横浜⽩山／神奈川

WB 12 斎藤　愛莉② 森山　美⽻結② ⽯橋中

WB 13 丸山　璃緒③ 峯崎　彩⾳② 佐野中／群馬・宇大附中

WB 14 新井　百桃果③ 新井　梨々⾹⑥ ZERO　Jr.

WB 15 丸山　璃奈⑥ 伊東　煌⽻⑥ 宇都宮中央

WB 16 入江　紫③ 齋藤　天⾳① 旭中

WB 17 有馬　彩華② 川住　莉⼦② 旭中


