
第6回ストロベリーオープン 平成30年9⽉8⽇開催

種目 No. 所属
MA 1 指宿 太陽① ⻄沢 達也① 八王子キッズバドラー／東京

MA 2 釜島 唯鶴① 渡邉 友起① 星が丘中

MA 3 松澤 しおん② 中田 昂希② 星が丘中

MA 4 堤 流⽇③ 山崎 遥人① いきいきエンジョイ清原

MA 5 岩渕 凜② 吉田 晴② 前沢中／岩手

MA 6 鈴⽊ 魁③ 中山 蒼介③ ＮＡＮＡＨＡＪｒ．

MA 7 後藤 瑛大③ 永井 貴大① ＮＡＮＡＨＡＪｒ．

MB 1 奥田 明⑥ 奥田 蒼③ ⻄豊田バドミントン／茨城

MB 2 ⿊崎 太⼀② 八⽊澤 ⾠騎② クロ・ヤギ

MB 3 井野口 大和② 髙澤 駿② Ｆｅｅｌ

MB 4 北川 颯大② 保泉 孝介② Ｆｅｅｌ

MB 5 中島 瑞貴② 神山 響生⑥ Ｆｅｅｌ

MB 6 岡田 陽太② ⻑⾕川 颯② Ｆｅｅｌ

MB 7 弓取 聖哉② ⼩林 良多② 河内中

MB 8 鈴⽊ 颯太② 原田 拓実② 河内中

MB 9 菊地 咲久① ⽯川 奈薙① 前沢中／岩手

MB 10 柏山 未来① ⼩林 蒼空① 前沢中／岩手

MB 11 古田 瑞樹① 岡村 理史① 宇都宮東高附中

MB 12 ⼾田 凛太郎⑥ 雫 颯太⑥ 宇都宮中央ジュニア

WA 1 下田 彩葉① 河端 葵① 八王子キッズバドラー／東京

WA 2 ⼩⻄ 彩花⑥ 土屋 和心美⑥ 八王子キッズバドラー／東京

WA 3 門倉 菜⽉② 福島 華乃② ⼩川東中／埼玉

WA 4 鈴⽊ あいり⑥ 中野 真⾥⑥ 鎌ケ⾕ジュニア／千葉

WA 5 ⽯関 都古③ 原 萌子③ 中央中等教育学校／群馬

WA 6 ⿅沼 万由子② 岡崎 瑠那② 前橋東中／群馬

WA 7 ⽊暮 芽衣③ 大村 悠花② ＫＲＳＨ前橋／群馬

WA 8 中澤 実優③ 慶野 留茄③ ＫＲＡＴＳ栃⽊

WA 9 ⼩森 彩音① 関 鈴葉① 古⾥中

WA 10 佐々⽊ 梨緒① 南⽊ 三奈① 星が丘中

WA 11 千葉 寧々② 佐々⽊ 江実② 前沢中／岩手

WA 12 ⼾田 あずき⑥ 中山 あずさ⑥ 宇都宮中央ジュニア

WA 13 田﨑 恵⾥子③ 髙橋 美⽉③ ＮＡＮＡＨＡＪｒ．

WB 1 佐伯 雛恵⑥ 杉本 優衣⑥ 練馬アドバンス／東京

WB 2 影山 明⽇香① 細井 優花⑥ 川間ジュニア／千葉

WB 3 古澤 菜⽉⑥ 猪瀬 蒼七⑥ ⻄豊田バドミントン／茨城

WB 4 山田 梓稀② 松本 真奈② 中央中等教育学校／群馬

WB 5 本多 叶② 横尾 若菜② 中央中等教育学校／群馬

WB 6 慶野 愛貴① 羽生 愛華① ＫＲＡＴＳ栃⽊

WB 7 関口 琴浬① 田波 未櫻⑥ 古⾥中・⽩沢ＢＣ

WB 8 大島 聖奈① ⼩林 彩華① ⼩山羽球

WB 9 伊東 万結子② 岡田 陽香② 河内中

WB 10 山田 瑞季① 桑子 空彩② Ｂｒｉｎｇ★Ｕｐ／群馬

WB 11 堀内 美空② 田村 雪華② Ｂｒｉｎｇ★Ｕｐ／群馬

WB 12 ⼩倉 かれん③ 竹沢 彩② いきいきエンジョイ清原

WB 13 岩渕 彩乃② 佐々⽊ 穂香② 前沢中／岩手

WB 14 馬路 清音⑥ 松舘 瑚⽩⑥ 宇都宮中央ジュニア


