
ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校名 都道府県

1 崎野　翔太 さきの　しょうた 6年 田仁バドクラブ 南北海道

2 小山内　康晴 おさない　こうせい 6年 北斗上磯ジュニア 南北海道

3 小島 滉貴 こじま　こうき 6年 東光小バドミントン少年団　 北北海道

1 後藤　優季 ごとう　ゆうき 6年 塩釜ジュニアバドミントンクラブ 宮城県

2 大場　世嵐 おおば　せらん 6年 山口バドミントンスポーツ少年団 山形県

3 藤田　真矛 ふじた　まなむ 6年 ＧＰＷジュニア 福島県

推 櫻井　煌介 さくらい　おうすけ 6年 宇都宮ダッシングクラブ 栃木県

推 大垣　空也 おおがき　そら 6年 宇都宮JB 栃木県

1 林　顕吾 はやし　けんご 6年 サウザンドウッズ 千葉県

2 山岡　陸歩 やまおか　ときほ 6年 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

3 安保　武輝 あんぽ　むつき 6年 Progress Jr. 千葉県

4 飯泉 大地 いいずみ　だいち 6年 ハルトノクラブ 茨城県

推 斉藤　駿 さいとう　しゅん 6年 五泉バンビーノ 新潟県

推 大田　隼也 おおた　しゅんや 6年 高岡ジュニア 富山県

1 井上　誠也 いのうえ　せいや 6年 みのりスポーツ少年団 福井県

2 森阪　直弘 もりさか　なおひろ 6年 足羽ジュニア　 福井県

3 佐々木 大樹 ささき　だいき 6年 佐渡ジュニアバドミントンクラブ 新潟県

4 今越　健太 いまこし　けんた 6年 おしのジュニアバドミントンクラブ 石川県

推 岩野　滉也 いわの　こうや 6年 西尾ジュニア 愛知県

1 冨田　万南斗 とみた　まなと 6年 師勝ジュニアバドミントンクラブ 愛知県

2 縣　涼介 あがた　りょうすけ 6年 はりーあっぷジュニア 愛知県

3 永森　一輝 ながもり　かずき 6年 各務原ジュニアバドミントンクラブ　 岐阜県

推 衣川　真生 きぬがわ　まお 6年 長岡京市スポ少 京都府

1 川畑　史吹 かわばた しぶき 6年 瓜破西ＳＳＣ 大阪府

2 河村　翔 かわむら　しょう 6年 南郷キューピット　 大阪府

3 湯浅　友翔 ゆあさ　ゆうと 6年 久御山シャトルキッズ 京都府

推 平田　璃月 ひらた　りつき 6年 永井バドミントンクラブ 岡山県

1 西村　陽翔 にしむら　はると 6年 若葉ジュニア 鳥取県

2 森川　翔暉 もりかわ　しょうき 6年 広島安佐ジュニア 広島県

3 奥野　天斗 おくの　てんと 6年 三原ジュニアバドミントンクラブ 広島県

推 池田　真那斗 いけだ　まなと 6年 香川バドミントンスクール 香川県

1 石丸　優人 いしまる　ゆうと 6年 東雲バドミントンスポーツ少年団 愛媛県

2 川原　光騎 かわはら　みつき 6年 助任ジュニア 徳島県

3 西川　友貴 にしかわ　ともき 6年 藍住エンジェル 徳島県

1 山崎　晃広 やまざき　あきひろ 6年 岡垣ジュニア 福岡県

2 城戸　郁也 きど　ふみや 6年 荒尾ジュニア 熊本県

3 川邊　悠陽 かわべ　はるき 6年 臼杵ジュニア 大分県

4 栗山　寿一 くりやま　じゅいち 6年 光岡ジュニア 大分県

5 西方　俊之 にしかた　としゆき 6年 能古ジュニア 福岡県

1 中嶋　壱成 なかじま　いっせい 6年 ぐるぐるパンチSG 滋賀県

2 馬籠　楓 まごめ　かえで 6年 Pana-J 滋賀県

3 山岸　俊介 やまぎし　しゅんすけ 6年 ラナーアップ 滋賀県
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ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校名 都道府県

推 阿部　学斗 あべ　まなと 5年 釧路ジュニア 北北海道

1 河北　勝希 かわきた　しょうき 5年 愛宕東バドミントン少年団 北北海道

2 菅原　海斗 すがわら　かいと 5年 函館ベアーズ 南北海道

3 盛　寛太 もり　かんた 5年 小樽銭函ジュニア 南北海道

1 角田　洸介 かくた　こうすけ 5年 常盤ジュニア 青森県

2 佐藤　瑠活 さとう　るい 5年 仙台大和ジュニア　 宮城県

3 今田　竜大 こんた　りゅうだい　 5年 奥羽ジュニアバドミントンクラブ　 山形県

1 寺内　遥大 てらうち　はると 5年 小山JBC 栃木県

2 渡辺　至 わたなべ　いたる 5年 FUTAGO．Jr 神奈川県

3 木村　輝星 きむら　あきと 5年 野田中根ジュニア 千葉県

4 指宿　太陽 いぶすき　ひかる 5年 TEAM ISHIBA JAPAN 東京都

1 荒井　輝 あらい　ひかる 5年 金沢崎浦Wings 石川県

2 山本　隼也 やまもと　しゅんや 5年 新湊ジュニア　 富山県

3 増井　翔大 ますい　しょうた 5年 滑川ジュニア　 富山県

4 山本　侃 やまもと　かん 5年 えちぜんジュニア 福井県

1 太田　匡亮 おおた　きょうすけ 5年 垂井ＪＳＣ 岐阜県

2 中山　颯太 なかやま　そうた 5年 小俣バドミントンスポーツ少年団 三重県

3 尾藤　克大 びとう　かつひろ 5年 びとう会 岐阜県

1 江田　和博 こうだ　かずひろ 5年 大阪成蹊学園Ｊｒ 大阪府

2 神山　剛輝 かみやま　こうき 5年 瓜破西ＳＳＣ　 大阪府

3 大石　陽都 おおいし　ひろと 5年 Innocent 兵庫県

推 沖本　優大 おきもと　ゆうだい 5年 原ジュニア 広島県

1 中山　大成 なかやま　たいせい 5年 PEACEジュニア 岡山県

2 角　壮太 すみ　そうた 5年 崎津Ｊｒ.バドミントンクラブ 鳥取県

3 生田　壮志 いくた　そうし 5年 Ｂｅｅｋｉｄｓ 山口県

1 安田　輝 やすだ　ひかる 5年 香川バドミントンスクール 香川県

2 田頭　侑也 たがしら　ゆうや 5年 藍住エンジェル 徳島県

3 増田　拓真 ますだ　たくま 5年 西条ジュニアバドミントンクラブ 愛媛県

1 田中　陽樹 たなか　はるき 5年 多久スポーツピア 佐賀県

2 田上　翔和 たのうえ　とわ 5年 松崎ジュニア 熊本県

3 松永　幸丸 まつなが　ゆきまる 5年 ＳＣきくよう 熊本県

4 中森　大空 なかもり　たいら 5年 八幡西ジュニア 福岡県

5 江口　大 えぐち　だい 5年 荒尾ジュニア 熊本県

1 桑原　朋也 くわばら　ともや 5年 Pana-J 滋賀県

2 安井　陸斗 やすい　りくと 5年 Pana-J 滋賀県

3 橋爪　翔生 はしづめ　かける 5年 仰木の里ジュニア 滋賀県
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ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校名 都道府県

1 澤田　修志 さわだ　しゅうじ 3年 帯広ジュニアバドミントンクラブ 北北海道

2 津川　祐太 つがわ　ゆうた 4年 札幌ＢＥＡＮＳ 南北海道

3 大澤　達也 おおさわ　たつや 4年 港南飛翔ｊｒ.バドミントンクラブ 南北海道

1 佐々木　一真 ささき　かずま 4年 にしせんジュニアシャトルズ 秋田県

2 阿部　颯悟 あべ　そうご 4年 石巻クラブジュニア 宮城県

3 村元　舞娑斗 むらもと　まさと 4年 常盤ジュニア 青森県

1 松川　健大 まつかわ　けんた 4年 青葉ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

2 三浦　大地 みうら　だいち 4年 青葉ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

3 野村　歩夢 のむら　あゆむ 4年 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都

4 髙橋　和希 たかはし　かずき 4年 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

1 山田　琉碧 やまだ　るい 4年 敦賀ジュニア 福井県

2 稲川　蓮二郎 いながわ　れんじろう 4年 豊栄ジュニアバドミントンクラブ 新潟県

3 南　智郎 みなみ　ともろう 4年 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ 福井県

4 山口　知晃 やまぐち　ともあき 3年 大野ジュニア 福井県

1 髙木　慎二郎 たかぎ　しんじろう 4年 垂井ＪＳＣ 岐阜県

2 鶴岡　成々斗 つるおか　ななと 4年 伊東ワールド 静岡県

3 倉冨　結宝 くらとみ　ゆいほう 4年 リバースバドミントンクラブ　 岐阜県

1 木根　知哉 きのね　ともや 3年 長岡京市スポ少 京都府

2 古根川　倭 こねがわ　やまと 3年 橿原ジュニアバドミントンクラブ 奈良県

3 村木　悠空 むらき　ゆうくう 3年 ＳＪＢＣ 兵庫県

1 江見　友希 えみ　ゆうき 4年 ＡＢＣＪｒ. 岡山県

2 遠藤　淳生 えんどう　あつき 3年 美鈴が丘ＪＢＣ 広島県

3 坂井　大迪 さかい　ひろみち 4年 三原ジュニアバドミントンクラブ 広島県

1 安田　翔 やすだ　かける 3年 香川バドミントンスクール 香川県

2 西川　佳吾 にしかわ　けいご 4年 藍住エンジェル 徳島県

3 石丸　大智 いしまる　だいち 4年 東雲バドミントンスポーツ少年団 愛媛県

1 斉藤　礼 さいとう　れい 4年 岡垣ジュニア 福岡県

2 藤吉　珠李 ふじよし　しゅり 4年 海老津ジュニア 福岡県

3 草ノ瀬　悠生 くさのせ　ゆうせい 3年 グッドウェーブ 鹿児島県

4 末永　空隆 すえなが　くりゅう 4年 グッドウェーブ 鹿児島県

5 高田　隆誠 たかた　りゅうせい 4年 フェイントクラブ 熊本県

1 五島　直紀 ごしま　なおき 4年 仰木の里ジュニア 滋賀県

2 中西　來樹 なかにし　らいき 3年 坂本倶楽部 滋賀県

3 中村　慶 なかむら　けい 4年 坂本倶楽部 滋賀県
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ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校名 都道府県

1 伊藤　歩 いとう　あゆみ 6年 元町小学校 南北海道

2 土佐　梨緒菜 とさ　りおな 6年 忠和クラブ 北北海道

3 前多　珠希 まえだ　たまき 6年 北見市バドミントン少年団 北北海道

推 遠藤　心夏 えんどう　ここな 6年 上山ジュニアバドミントンスポーツ少年団 山形県

1 鈴木　琉花 すずき　るか 6年 大曲バドスピリッツ 秋田県

2 鈴木　蒼花 すずき　そら 6年 滝沢バドラーＺ” 岩手県

3 武田　優 たけだ　ゆうな 6年 田子ジュニアバドミントンクラブ 宮城県

推 後藤　咲々 ごとう　ささ 6年 東少年バドミントン 茨城県

推 石川　心菜 いしかわ　ここな 6年 たなし　MAX Jr. 東京都

1 中根　明日香 なかね　あすか 6年 所沢ジュニアバドミントンクラブ 埼玉県

2 松岡　美歩 まつおか　みほ 6年 蓮田サウスシャトラーズ 埼玉県

3 神﨑　美結 かんざき　みう 6年 Team　RISE 神奈川県

4 岡本　萌奈未 おかもと　もなみ 6年 川間ジュニア 千葉県

1 韮澤　百羽 にらさわ　ももは 6年 小野Ｊｒ．バドミントンクラブ 新潟県

2 山口　実莉 やまぐち　みのり 6年 大野ジュニア 福井県

3 松川　華実 まつかわ　はなみ 6年 敦賀ジュニア 福井県

4 清水　愛莉 しみず　あいり 6年 小松ジュニアバドミントンクラブ 石川県

推 志知　夕里菜 しち　ゆりな 6年 大垣北バドミントン少年団 岐阜県

推 中林　瑞貴 なかばやし みずき 6年 T-Jump Jr. 愛知県

推 寺島　成美 てらしま　なるみ 6年 各務原ジュニアバドミントンクラブ　 岐阜県

1 三輪　絢加 みわ　あやか 6年 垂井ＪＳＣ 岐阜県

2 辻井　清加 つじい　さやか 6年 小俣バドミントンスポーツ少年団 三重県

3 河辺　美颯 こうべ みはや 6年 T-Jump Jr. 愛知県

推 明地　陽菜 あけち　ひな 6年 瓜破西SSC 大阪府

1 亀井　菜杏 かめい　なのあ 6年 Innocent 兵庫県

2 岩城　杏奈 いわき　あんな 6年 田原スマッシュ　 大阪府

3 水井　寿々妃 みずい　すずき 6年 TBC 奈良県

推 吉川　天乃 よしかわ　そらの 6年 Ｎラインクラブ 岡山県

1 田中　遥奈 たなか　はるな 6年 TOYO体協BC 岡山県

2 金廣　真季 かねひろ　まき 6年 Ｂｅｅｋｉｄｓ 山口県

3 長谷川　歩佳 はせがわ　あゆか 6年 Ｎラインクラブ　 岡山県

1 石川　紅 いしかわ　こう 6年 太田バドミントンｽﾎﾟｰﾂ少年団 香川県

2 宮﨑　春菜 みやざき　はるな 6年 香川バドミントンスクール 香川県

3 伊藤　るな いとう　るな 6年 Team　Union 愛媛県

1 猿川　優香 さるかわ　ゆうか 6年 松崎ジュニア 熊本県

2 檜垣　希望 ひがき　のぞみ 6年 くれよんクラブ 宮崎県

3 辻　彩七 つじ　あやな 6年 唐津ジュニア 佐賀県

4 室屋　奏乃 むろや　かなの 6年 スマイルジュニア 福岡県

5 田中　佐彩 たなか　さあや 6年 松崎ジュニア 熊本県

1 見延　千尋 みのべ　ちひろ 6年 仰木の里ジュニア 滋賀県

2 杉本　明日香 すぎもと　あすか 6年 仰木の里ジュニア 滋賀県

3 山名　このみ やまな　このみ 6年 瀬田北スポーツ少年団 滋賀県
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ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校名 都道府県

1 岩戸　和音 いわと　かずね 5年 愛宕東バドミントン少年団 北北海道

2 石岡　空来 いしおか　そら 5年 SA東・羽倶楽部 南北海道

3 竹内　紅葉 たけうち　くれは 5年 SA東・羽倶楽部 南北海道

1 奥山　詞葉 おくやま　ことは 5年 マジッポズ 青森県

2 高橋　里菜 たかはし　りな 5年 大曲バドスピリッツ 秋田県

3 堀　心海 ほり　ここみ 5年 連坊ジュニアバドミントンクラブ　 宮城県

推 山北　奈緒 やまきた　なお 5年 鶴ヶ島Angels　 埼玉県

推 遠藤　美羽 えんどう　みはね 5年 足利ラフ・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 栃木県

1 高野　来蒔 たかの　こまき 5年 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都

2 伊藤　結衣 いとう　ゆい 5年 青葉ジュニアバドミントンクラブ 神奈川県

3 曽雌　玲那 そし　れいな 5年 プライドジュニア 栃木県

4 小原　未空 こはら　みく 5年 たなし　MAX　Jr.　 東京都

1 多崎　未波 たさき　みわ 5年 大徳ジュニアバドミントンクラブ 石川県

2 服部　未来 はっとり　みらい 5年 金沢ジュニアバドミントンクラブ 石川県

3 横井　実桜 よこい　みお 5年 金沢崎浦Wings 石川県

4 永井　明音 ながい　あかね 5年 はちみつＪｒバドミントンクラブ 新潟県

1 古谷　遙夏 ふるや　はるか 5年 大垣北バドミントン少年団 岐阜県

2 森口　心葉 もりぐち　ここは 5年 小俣バドミントンスポーツ少年団 三重県

3 石井　琴巳 いしい　ことみ 5年 伊東ワールド 静岡県

1 成田　芽生 なりた　めい 5年 桜井シャトルキッズ 奈良県

2 藤元　俐璃 ふじもと　さとり 5年 吹田ジュニアコンドル　 大阪府

3 畑末　真緒 はたすえ　まお 5年 ＴＯＭＯジュニア 兵庫県

1 安延　心結 やすのべ　みゆ 5年 永井バドミントンクラブ 岡山県

2 立野　葉月 たちの　はづき 5年 PEACEジュニア　 岡山県

3 上田　心乃華 うえだこのか 5年 楽々園ジュニアバドミントンクラブ 広島県

1 笠井　李柑 かさい　もか 5年 志度バドミントンジュニアクラブ 香川県

2 大森　帆花 おおもり　ほのか 5年 西条ジュニアバドミントンクラブ 愛媛県

3 伊藤　天音 いとう　あまね 5年 春野ジュニア　 高知県

1 今泉　明日香 いまいずみ　あすか 5年 牛津ＪＢＣ 佐賀県

2 田口　真彩 たぐち　まや 5年 くれよんクラブ 宮﨑県

3 秋保　奈々 あきう　なな 5年 霧島ジュニア 鹿児島県

4 田村　天空 たむら　そら 5年 スマイルジュニア 福岡県

5 須藤　海妃 すどう　めい 5年 岡垣ジュニア 福岡県

1 森口　来美 もりぐち　くるみ 5年 ベイシックジュニア 滋賀県

2 飯田　陽菜 いいだ　はるな 5年 仰木バドミントンクラブ 滋賀県

3 池見　萌 いけみ　もえ 5年 里きっず 滋賀県
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ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校名 都道府県

1 広瀬　万倫 ひろせ　まりん 4年 帯広北栄JBC 北北海道

2 篠沢　優衣舞 しのざわ　ゆいむ 4年 上磯ジュニア 南北海道

3 中川　千咲音 なかがわ　ちさと 4年 登別バドミントンスポーツ少年団 南北海道

1 對馬　杏菜 つしま　あんな 4年 弘前キッズ 青森県

2 山内　こころ やまうち　こころ 4年 大曲バドスピリッツ 秋田県

3 根立　莉苑 ねだち　りおん 4年 連坊ジュニアバドミントンクラブ　 宮城県

1 横内　美音 よこうち　みおん 4年 甲府ジュニアバドミントン 山梨県

2 砂川　温香 すなかわ　のどか 4年 流山ジュニア 千葉県

3 玉木　亜弥 たまき　あや 4年 たなし　MAX　Jr.　 東京都

4 吉田　明永 よしだ　めいな 4年 市原ジュニア 千葉県

1 森阪　美穂 もりさか　みほ 4年 足羽ジュニア 福井県

2 本村　優奈 もとむら　ゆうな 4年 大徳ジュニアバドミントンクラブ 石川県

3 松田　仁衣菜 まつた　にいな 4年 金井学園ジュニア 福井県

4 中村　明日香 なかむら　あすか 4年 金沢崎浦Wings 石川県

1 平本　梨々菜 ひらもと　りりな 4年 池田町バドミントン少年団 岐阜県

2 中西　香菜 なかにし　かな 4年 小俣バドミントンスポーツ少年団 三重県

3 山下　紗依 やました　さえ 4年 大垣北バドミントン少年団 岐阜県

1 宮崎　友花 みやざき　ともか 4年 瓜破西ＳＳＣ 大阪府

2 名倉　蓮 なぐら　れん 4年 SJBC 兵庫県

3 池田　美和 いけだ　みわ 4年 南郷キューピット　 大阪府

1 秋田　まな あきた　まな 4年 永井バドミントンクラブ 岡山県

2 小田　楓 おだ　かえで 4年 あかねジュニア 広島県

3 増田　愛友 ますだ　あゆ 4年 広島安佐ジュニア 広島県

1 樋口　吹羽 ひぐち　ふう 4年 藍住エンジェル 徳島県

2 村上　ミチル むらかみ　みちる 4年 香川バドミントンスクール 香川県

3 河野　咲音 こうの　さきね 4年 坂本ジュニアバドミントンクラブ 愛媛県

1 佐藤　ゆめ さとう　ゆめ 4年 おぐにジュニア 熊本県

2 原口　樹璃 はらぐち　じゅり 4年 しおみキャッツ 宮崎県

3 栗山　陽菜 くりやま　ひな 4年 グッドウェーブ 鹿児島県

4 本田　希藍 ほんだ　きあら 4年 喜々津ジュニア 長崎県

5 牛島　花菜 うしじま　かな 4年 高田ジュニア 福岡県

1 堀　優芽 ほり　ゆめ 4年 里きっず 滋賀県

2 山名　彩心 やまな　あやみ 4年 仰木の里ジュニア 滋賀県

3 前田　瑠唯 まえだ　るい 4年 里きっず 滋賀県
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ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校名 都道府県
犬嶋 宏介 いぬじま こうすけ 6年 東光小バドミントン少年団　 北北海道
片山 裕翔 かたやま ひろと 6年 東光小バドミントン少年団　 北北海道
野村 波輝 のむら はるき 6年 東光小バドミントン少年団　 北北海道
鎌田 茂蔵 かまだ しげぞう 6年 東光小バドミントン少年団　 北北海道
越川　匠 えつかわ　しょう 6年 帯広ジュニアバドミントンクラブ 北北海道
末永　健太郎 すえなが　けんたろう 6年 帯広ジュニアバドミントンクラブ 北北海道
齊藤　羽空 さいとう　わく 6年 あおばイーグルス 宮城県
佐野　友都 さの　ゆうと 6年 あおばイーグルス 宮城県
廣岡　朋 ひろおか　とも 6年 横倉ジュニアバドミントン 宮城県
玉手　翔 たまて　かける 6年 横倉ジュニアバドミントン 宮城県
廣岡　悠 ひろおか　はる 6年 横倉ジュニアバドミントン 宮城県
廣岡　宙 ひろおか　そら 6年 横倉ジュニアバドミントン 宮城県
鴛海　健 おしうみ　たける 6年 宝木塚ジュニアバドミントンクラブ 東京都
佐藤　憲蔵 さとう　けんぞう 6年 宝木塚ジュニアバドミントンクラブ 東京都
小沼　孝次 こぬま　こうじ 6年 青梅ジュニアバドミントンクラブ　 東京都
関根　翔太 せきね　しょうた 5年 青梅ジュニアバドミントンクラブ　 東京都
縄田　理玖 なわた　りく 6年 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都
坪田　啓佑 つぼた　けいすけ 6年 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都
村上　港 むらかみ　みなと 6年 市川ジュニア 千葉県
大西　悠斗 おおにし　ゆうと 6年 市川ジュニア 千葉県
相澤　大智 あいざわ　だいち 6年 プログレス 新潟県
矢田　楓雅 やだ　ふうが 6年 プログレス 新潟県
鴻江　翔伍 こうえ　しょうご 6年 佐渡ジュニアバドミントンクラブ 新潟県
中山　結斗 なかやま　ゆいと 6年 佐渡ジュニアバドミントンクラブ 新潟県
藤谷　泰雅 ふじたに　たいが 6年 野々市ジュニアバドミントンクラブ　 石川県
西村　勇汰郎 にしむら　ゆうたろう 6年 野々市ジュニアバドミントンクラブ　 石川県
大田　透真 おおた　とうま 6年 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ 福井県
竹野　輔 たけの　たすく 6年 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ 福井県
池山　蒼人 いけやま　あおと 6年 有緝スポーツ少年団バドミントン部 三重県
大久保　翔太 おおくぼ　しょうた 6年 有緝スポーツ少年団バドミントン部 三重県
吉田　慎太郎 よしだ　しんたろう 6年 大垣市ＢＳＳ 岐阜県
細川　真南斗 ほそかわ　まなと 6年 大垣市ＢＳＳ 岐阜県
野田　侑聖 のだ　ゆうせい 6年 羽島クラブ 岐阜県
矢島　泰雄 やじま　やすお 6年 羽島クラブ 岐阜県
木根　拓哉 きのね　たくや 6年 長岡京市スポ少 京都府
本多　啄也 ほんだ　たくや 6年 長岡京市スポ少 京都府
岡本　賛多 おかもと さんた 6年 ウイニングショット 京都府
中島　陸 なかじま りく 6年 ウイニングショット 京都府
小西　直斗 こにし　なおと 6年 橿原ジュニアバドミントンクラブ 奈良県
田中　聖也 たなか　せいや 6年 橿原ジュニアバドミントンクラブ 奈良県
山田　温都 やまだ　はると 6年 東伯バドミントンＪＳＣ 鳥取県
橋本　周 はしもと　ちか 6年 東伯バドミントンＪＳＣ 鳥取県
平田　哲也 ひらた　てつや 6年 PEACEジュニア　 岡山県
石川　遠和 いしかわ　とおわ 6年 PEACEジュニア　 岡山県
藤田　健介 ふじた　けんすけ 6年 広島安佐ジュニア 広島県
三林　流聖 みつばやし　りゅうせい 6年 広島安佐ジュニア 広島県
楠原　大智 くすはら　だいち 6年 綾川スピリッツジュニアバドミントンクラブ 香川県
岡田　大和 おかだ　やまと 6年 綾川スピリッツジュニアバドミントンクラブ 香川県
小畑　洸稀 おばだ　こうき 6年 三豊ジュニアバドミントンスポーツ少年団 香川県
冨山　隼土 とみやま　はやと 6年 三豊ジュニアバドミントンスポーツ少年団 香川県
下野　智輝 しもの　さとき 6年 香川バドミントンスクール 香川県
村上　泰弘 むらかみ　やすひろ 6年 香川バドミントンスクール 香川県
山腰　悠太 やまこし　ゆうた 6年 海老津ジュニア 福岡県
石崎　太一 いしざき　たいち 6年 海老津ジュニア 福岡県
久松 直雄 ひさまつ　なお 6年 スマイルジュニア 福岡県
山口　雄大 やまぐち　ゆうた 6年 スマイルジュニア 福岡県
永田　怜音 ながた　れおん 6年 武アクアバドミントンスポーツ少年団 鹿児島県
植田　温大 うえだ　はると 6年 武アクアバドミントンスポーツ少年団 鹿児島県
楠本　爽太 くすもと　そうた 6年 岡垣ジュニア 福岡県
秋吉　航汰 あきよし　こうた 6年 岡垣ジュニア 福岡県
東保　佑典 ひがしほ　ゆうすけ 6年 中島ジュニア 大分県
向野　直杜 むかいの　なおと 6年 中島ジュニア 大分県
奥村　歩武 おくむら　あゆむ 6年 仰木の里ジュニア 滋賀県
谷口　泰地 たにぐち　たいち 5年 仰木の里ジュニア 滋賀県
榎　凌佑 えのき　りょうすけ 6年 仰木の里ジュニア 滋賀県
山村　慶斗 やまむら　けいと 6年 仰木の里ジュニア 滋賀県
小森　透真 こもり　とうま 6年 坂本倶楽部 滋賀県
岩見　巴路 いわみ　はろ 6年 坂本倶楽部 滋賀県
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ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校名 都道府県
菅原　龍斗 すがわら　りゅうと 5年 函館ベアーズ 南北海道
後藤　奏太朗 ごとう　そうたろう 5年 函館ベアーズ 南北海道
野呂　英賢 のろ　ひでのり 5年 帯広ジュニアバドミントンクラブ 北北海道
武下　佳司 たけした　けいじ 5年 帯広ジュニアバドミントンクラブ 北北海道
澤沼　蒼太郎 さわぬま　そうたろう 5年 帯広栄少年団 北北海道
濱下　虎哲 はました　こてつ 5年 帯広栄少年団 北北海道
草井　廉太郎 くさい　れんたろう 5年 仙台大和ジュニア　 宮城県
熊谷　大貴 くまがい　だいき 5年 仙台大和ジュニア　 宮城県
安藤　颯晟 あんどう　りゅうせい 5年 横倉ジュニアバドミントン 宮城県
塚邉　悠冴 つかべ　ゆうご 5年 横倉ジュニアバドミントン 宮城県
佐藤　史隆 さとう　ふみたか 5年 湯口ジュニア 岩手県
平賀　翔太 ひらか　しょうた 5年 湯口ジュニア 岩手県
青木　洸明 あおき　こうめい 5年 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都
篠原　仙一 しのはら　せんいち 5年 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都
野口　駿平 のぐち　しゅんぺい 5年 たなし　MAX　Jr. 東京都
柳川　瑠生 やながわ　るい 5年 たなし　MAX　Jr. 東京都
矢部　優空 やべ　ゆら 5年 国分寺ジュニアバドミントンクラブ 東京都
小宮　大空 こみや　ひろたか 5年 国分寺ジュニアバドミントンクラブ 東京都
今泉　宏樹 いまいずみ　こうき 5年 みはらスポーツ文化少年団 栃木県
北川　雄大 きたがわ　ゆうだい 5年 みはらスポーツ文化少年団 栃木県
石本　藍利 いしもと　あいと 5年 美川湊ジュニアバドミントンクラブ 石川県
鍜冶　駿樹 かじ　しゅんき 5年 美川湊ジュニアバドミントンクラブ 石川県
渡邊　麗音 わたなべ　れおん 5年 はちみつＪｒバドミントンクラブ 新潟県
菅井　康司 すがい　こうじ 5年 はちみつＪｒバドミントンクラブ 新潟県
落合　優護 おちあい　ゆうご 5年 五泉バンビーノ 新潟県
新野　走 にいの　らん 5年 五泉バンビーノ 新潟県
松田　龍真 まつた　りょうま 5年 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ 福井県
中道　晃生 なかみち　こうせい 5年 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ 福井県
鈴川　拓実 すずかわ　たくみ 5年 ウィスタリアジュニア 愛知県
寺町　碧倭 てらまち　あおい 5年 ウィスタリアジュニア 愛知県
寺嶋　駿 てらしま　しゅん 5年 長久手ジュニア　 愛知県
吉岡　壱樹 よしおか　いつき 5年 長久手ジュニア　 愛知県
佐藤　隼仁 さとう　はやと 5年 誠之バドミントンスポーツ少年団 三重県
西村　大歩 にしむら　だいあ 5年 誠之バドミントンスポーツ少年団 三重県
川口　聡太 かわぐち　そうた 5年 長岡京市スポ少 京都府
菅生　一輝 すごう　かずき 5年 長岡京市スポ少 京都府
小川　永瑚 おがわ えいご 5年 ウイニングショット 京都府
嶋木　海凛 しまき　 かいりん 4年 ウイニングショット 京都府
奥村　真琴 おくむら　まこと 5年 加古川ジュニア　 兵庫県
白山　嵩輝 しろやま　こうき 5年 加古川ジュニア　 兵庫県
兵頭　蒼季 ひょうどう　あおき 5年 Ｂｅｅｋｉｄｓ 山口県
述金　玲音 のぶかね　れいん 5年 Ｂｅｅｋｉｄｓ 山口県
新木　統 しんき　すばる 5年 大栄バドミントン育成会 鳥取県
新木　颯 しんき　はやと 5年 大栄バドミントン育成会 鳥取県
田中　春樹 たなか　はるき 5年 Ｂｅｅｋｉｄｓ 山口県
中山　康平 なかやま　こうへい 5年 Ｂｅｅｋｉｄｓ 山口県
津久井　晴大 つくい　せいた 5年 TOBEクレッシェンド 愛媛県
村上　尚誠 むらかみ　なおあき 5年 TOBEクレッシェンド 愛媛県
久保　琉人 くぼ　りゅうと 5年 東雲バドミントンスポーツ少年団 愛媛県
松本　竜弥 まつもと　たつや 5年 東雲バドミントンスポーツ少年団 愛媛県
新延　征斗 にいのべ　ゆきと 5年 三豊ｼﾞｭﾆｱバドミントンｽﾎﾟｰﾂ少年団 香川県
深岡　立夢 ふかおか　りむ 4年 三豊ｼﾞｭﾆｱバドミントンｽﾎﾟｰﾂ少年団 香川県
上畑　蓮 うえはた　れん 5年 秋月フォックス 福岡県
林田　真龍 はやしだ　しんりゅう 5年 秋月フォックス 福岡県
松村  薫 まつむら　かおる 5年 香住ｹ丘ジュニア 福岡県
松村  環 まつむら　たまき 5年 香住ｹ丘ジュニア 福岡県
下田　瑞葵　 しもだ　みずき 5年 岡垣ジュニア 福岡県
楠本　悠人 くすもと　はると 5年 岡垣ジュニア 福岡県
中野　遥翔 なかの　はると 5年 岡垣ジュニア 福岡県
井川　宏次郎 いがわ　こうじろう 5年 岡垣ジュニア 福岡県
中村　光惺 なかむら　こうせい 5年 玉東ジュニア 熊本県
吉田　嘉輝 よしだ　よしき 5年 玉東ジュニア 熊本県
小林　柊斗 こばやし　しゅうと 5年 里きっず 滋賀県
南　大地 みなみ　だいち 5年 里きっず 滋賀県
矢野　愛斗 やの　あいと 5年 ラナーアップ 滋賀県
中塚　悠太 なかつか　ゆうた 4年 ラナーアップ 滋賀県
中西　柊樹 なかにし　しゅうき 5年 坂本倶楽部 滋賀県
伊藤　遼 いとう　りょう 5年 坂本倶楽部 滋賀県
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ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校名 都道府県
岩村　楓 いわむら　かえで 4年 北斗上磯ジュニア 南北海道
冨田　祥矢 とみた　しょうや 4年 北斗上磯ジュニア 南北海道
大山　一樹 おおやま　かずき 4年 東光小バドミントン少年団　 北北海道
三浦　綾規 みうら　あやき 4年 東光小バドミントン少年団　 北北海道
川口　世納 かわぐち　せな 4年 大同ジュニア 南北海道
村本　泰知 むらもと　たいち 4年 大同ジュニア 南北海道
猪股　佑仁 いのまた　ゆうと 4年 浪岡ジュニア 青森県
髙坂　悠陽 こうさか　はるひ 4年 浪岡ジュニア 青森県
川崎　憧馬 かわさき　しょうま 4年 常盤ジュニア 青森県
小野寺　獅羽 おのでら　しば 3年 常盤ジュニア 青森県
玉手　天 たまて　そら 4年 横倉ジュニアバドミントン 宮城県
井上　椋太 いのうえ　りょうた 4年 横倉ジュニアバドミントン 宮城県
鈴木　泰芽 すずき　たいが 4年 たなし　MAX　Jr. 東京都
福島　幸輝 ふくしま　こうき 4年 たなし　MAX　Jr. 東京都
坂本　安樹 さかもと　やすき 4年 宇都宮ダッシングクラブ 栃木県
櫻井　慎太 さくらい　しんた 4年 宇都宮ダッシングクラブ 栃木県
小峯　泰成 こみね　たいせい 3年 ハルトノクラブ 茨城県
三木　颯斗 みき　はやと 3年 ハルトノクラブ 茨城県
大澤　琉生 おおさわ　りゅう 4年 本庄シャトルスター 埼玉県
大出　悠人 おおいで　はると 4年 本庄シャトルスター 埼玉県
野村　雅人 のむら　まさと 4年 大野ジュニア 福井県
田中　陽悠 たなか　ひゆう 4年 大野ジュニア 福井県
中島　圭優 なかしま　けいゆう 4年 内灘ジュニア 石川県
前　結心 まえ　ゆうしん 4年 内灘ジュニア 石川県
渡邉　怜王 わたなべ　れお 4年 ウイニングロード 新潟県
芦田　洸太 あしだ　こうた 4年 ウイニングロード 新潟県
矢崎　智也 やざき　ともや 4年 ＴＥＡＭ　ＩＳＨＩＢＡ　ＪＡＰＡＮ長野 長野県
永見　拓樹 ながみ　ひろき 4年 ＴＥＡＭ　ＩＳＨＩＢＡ　ＪＡＰＡＮ長野 長野県
勝又　翔哉 かつまた　しょうや 4年 富士山バドミントンクラブ 静岡県
勝又　悠翔 かつまた　ゆうは 2年 富士山バドミントンクラブ 静岡県
松本　啓汰 まつもとけいた 4年 はりーあっぷジュニア 愛知県
山脇　弘奨 やまわきこうすけ 2年 はりーあっぷジュニア 愛知県
塩川　真輝 しおかわ　まさき 4年 富士山バドミントンクラブ　 静岡県
梅原　歩志 うめはら　あゆむ 3年 富士山バドミントンクラブ　 静岡県
孫田　太一 まごた　たいち 4年 ItamiAngels　 兵庫県
中川　颯太 なかがわ　そうた 4年 ItamiAngels　 兵庫県
笹井　結斗 ささい　ゆいと 4年 長岡京市スポ少 京都府
笠谷　啓人 かさたに　ひろと 3年 長岡京市スポ少 京都府
森田　晴 もりた　はる 4年 ウイニングショット 京都府
福原　直太朗 ふくはら　なおたろう 3年 ウイニングショット 京都府
石原　克起  いしはら　かつき 4年 あかねジュニア　 広島県
森山　大夢 もりやま　ひろむ 4年 あかねジュニア 広島県
坂本　大地 さかもと　だいち 4年 フェニックス久松台スポーツ少年団 広島県
三浦　大和 みうら　やまと 4年 フェニックス久松台スポーツ少年団 広島県
神代　　隼 こうじろ　じゅん 4年 清末ジュニア 山口県
米川　涼太 よねかわ　りょうた 4年 清末ジュニア 山口県
森　蒼介 もり　そうすけ 4年 久谷バドミントンスポーツ少年団 愛媛県
大森　愛叶 おおもり　まなと 4年 久谷バドミントンスポーツ少年団 愛媛県
井手下　紫音 いでした　しおん 4年 太田バドミントンｽﾎﾟｰﾂ少年団 香川県
武丸　侑樹 たけまる　ゆうき 4年 太田バドミントンｽﾎﾟｰﾂ少年団 香川県
田中　翔大 たなか　しょうた 4年 香川バドミントンスクール 香川県
村上　莉仁 むらかみ　りひと 4年 香川バドミントンスクール 香川県
祗園田　隼人 ぎおんだ　はやと 3年 北部ジュニア 熊本県
中原　秀駿 なかはら　ひでとし 3年 北部ジュニア 熊本県
光富　琉華 みつとみ　るか 4年 岡垣ジュニア 福岡県
久野　雅 ひさの　みやび 4年 岡垣ジュニア 福岡県
山本　凌太郎 やまもと　りょうたろう 4年 あたごＢＣ　 長崎県
福田　琉詩 ふくだ　りゅうし　 4年 あたごＢＣ　 長崎県
恵良　将大 えら　しょうた 4年 日出ジュニア 大分県
菅　剛大 かん　たけひろ 4年 日出ジュニア 大分県
藤本　将輝 ふじもと　まさき 3年 宮地ジュニア 熊本県
鬼塚　琉誓 おにつか　りゅうせい 3年 宮地ジュニア 熊本県
山岸　泰士 やまぎし　たいし 4年 仰木の里ジュニア 滋賀県
藤木　蓮 ふじき　れん 3年 仰木の里ジュニア 滋賀県
平井　恵翔 ひらい　けいと 4年 ラナーアップ 滋賀県
杉山　楓 すぎやま　かえで 2年 ラナーアップ 滋賀県
小森　倖矢 こもり　ゆきや 4年 坂本倶楽部 滋賀県
嶋川　蒔悠 しまかわ　しゆう 4年 坂本倶楽部 滋賀県
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ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校名 都道府県
遠藤　さえ えんどう　さえ 6年 旭川嵐山バドミントン少年団 北北海道
今井　凜 いまい　りん 6年 旭川嵐山バドミントン少年団 北北海道
獅子原　瑚桜 ししはら　こすも 6年 忠和クラブ 北北海道
山田　桜生 やまだ　さき 6年 忠和クラブ 北北海道
嶋村　瑞希 しまむら　みずき 6年 東光小バドミントン少年団　 北北海道
谷口　美海 たにぐち　みう 6年 東光小バドミントン少年団　 北北海道
浦田　綺音 うらた　あやね 6年 七戸ジュニア 青森県
小笠原　未結 おがさわら　みゆう 6年 七戸ジュニア 青森県
渡辺　愛夕 わたなべ　あゆ 6年 塩釜ジュニアバドミントンクラブ　 宮城県
松本　雛 まつもと　ひな 6年 塩釜ジュニアバドミントンクラブ　 宮城県
太田　温彩 おおた　はるさ 6年 Ｓｍｉｌｅ・Ｊ 宮城県
小山　日咲 おやま　ひさき 6年 Ｓｍｉｌｅ・Ｊ 宮城県
岩西　真那 いわにし　まな 6年 Tcam　Cｌover 東京都
藤田　美咲 ふじた　みさき 6年 Tcam　Cｌover 東京都
須﨑　沙織 すざき　さおり 6年 東少年バドミントン 茨城県
草間　優衣 くさま　ゆい 6年 東少年バドミントン 茨城県
門倉　菜月 かどくら　なつき 6年 小川ドリームジュニア 埼玉県
関口　彩 せきぐち　いろは 6年 小川ドリームジュニア 埼玉県
荒瀬　翠栞 あらせ　みかん 6年 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 神奈川県
根本　瀬凪 ねもと　せな 6年 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 神奈川県
島谷　明日香 しまや　あすか 6年 柏崎ジュニア 新潟県
品川　由羽 しながわ　ゆう 6年 柏崎ジュニア 新潟県
國吉　穂乃叶 くによし　ほのか 6年 勝山チャマッシュジュニア 福井県
斎藤　ひまり さいとう　ひまり 6年 勝山チャマッシュジュニア 福井県
吉川　羽音 よしかわ　ねね 6年 美川湊ジュニアバドミントンクラブ 石川県
吉田　陽萌 よしだ　ひめ 6年 美川湊ジュニアバドミントンクラブ 石川県
石川　映里 いしかわ　えり 6年 金沢崎浦Wings 石川県
宮下　恭佳 みやした　きょうか 6年 金沢崎浦Wings 石川県
吉居　要 よしい　かなめ 6年 二見バドミントンスッポーツ少年団 三重県
澤原　黎 さわはら　れい 6年 二見バドミントンスッポーツ少年団 三重県
橋本　胡々杏 はしもと　ここあ 6年 高山ジュニアバドミントンクラブ　 岐阜県
長岡　あんず ながおか　あんず 6年 高山ジュニアバドミントンクラブ　 岐阜県
岡本　萌 おかもと　もえ 6年 師勝ジュニアバドミントンクラブ 愛知県
深見　莉和菜 ふかみ　りおな 6年 師勝ジュニアバドミントンクラブ 愛知県
伊藤　妃香瑠 いとう　ひかる 6年 D☆ARMY 大阪府
岩井　仁香 いわい　にこ 6年 D☆ARMY 大阪府
浦　桜花 うら　おうか 6年 西神ジュニア　 兵庫県
渡部　那萌 わたべ　ともね 6年 西神ジュニア　 兵庫県
小野　心麗 おの　みらい 6年 ＨＯＰＥジュニア　 兵庫県
高橋　奈々 たはかし　なな 6年 ＨＯＰＥジュニア　 兵庫県
新見　桃芭 にいみ　ももは 6年 花岡ジュニア 山口県
及川　　歩 おいかわ　あゆみ 6年 花岡ジュニア 山口県
末井　優里菜 すえい　ゆりな 6年 ミッキーズ　 岡山県
吉延　美咲 よしのぶ　みさき 6年 ミッキーズ　 岡山県
豊口　紗智華 とよぐち　さちか 6年 広島安佐ジュニア 広島県
日野石　杏 ひのいし　あんず 6年 広島安佐ジュニア 広島県
金澤　志歩 かなざわ　しほ 6年 藍住エンジェル 徳島県
樋口　未羽 ひぐち　みう 6年 藍住エンジェル 徳島県
坂本　美夏 さかもと　みか 6年 中央バドミントンスポーツ少年団 香川県
伊藤　彩 いとう　あや 6年 中央バドミントンスポーツ少年団 香川県
宇都宮　小桜 うつのみや　こはる 6年 宇和ジュニアバドミントンクラブ 愛媛県
井上　幸音 いのうえ　しのん 5年 宇和ジュニアバドミントンクラブ 愛媛県
千北　梨花子 ちきた　りかこ 6年 荘島クラブ 福岡県
今村　涼 いまむら　すず 6年 荘島クラブ 福岡県
竹下　ほのか たけした　ほのか 6年 花房ジュニア 熊本県
長塩　幸奈 ながしお　ゆきな 6年 花房ジュニア 熊本県
城戸　美潤 きど　みうる 6年 海老津ジュニア 福岡県
村田　眞友菜 むらた　まゆな 6年 海老津ジュニア 福岡県
実本　遼花 さねもと　はるか 6年 鳥栖ジュニア 佐賀県
桑原　夢華 くわはら　ゆめか 6年 鳥栖ジュニア 佐賀県
冨永　凜 とみなが　りん 6年 南島原Jr 長崎県
冨永　蘭 とみなが　らん 6年 南島原Jr 長崎県
濱口　実那 はまぐち　みな 6年 里きっず 滋賀県
清水　幸賀 しみず　さちか 6年 里きっず 滋賀県
田辺　綾菜 たなべ　あやな 6年 仰木の里ジュニア 滋賀県
真名子　巴南 まなこ　はな 6年 仰木の里ジュニア 滋賀県
樋口　結奈 ひぐち　ゆうな 6年 坂本倶楽部 滋賀県
岡本　三槻 おかもと　みつき 6年 坂本倶楽部 滋賀県
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ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校名 都道府県
西尾　優花 にしお　ゆうか 5年 函館ベアーズ 南北海道
上平　優 うえひら　ゆう 5年 函館ベアーズ 南北海道
阿部　紗奈 あべ　すずな 5年 大同ジュニア 南北海道
小林　香凜 こばやし　かりん 5年 大同ジュニア 南北海道
新関　優芽 にいぜき　ゆめ 5年 東光小バドミントン少年団　 北北海道
江刺　心愛 えさし　ここあ 5年 東光小バドミントン少年団　 北北海道
大友　結羽 おおとも　ゆう 5年 塩釜ジュニアバドミントンクラブ 宮城県
千葉　珠愛 ちば　じゅえ 5年 塩釜ジュニアバドミントンクラブ 宮城県
佐藤　瑞姫 さとう　みずき 5年 南部シャトルスポーツ少年団 山形県
伊藤　玲奈 いとう　れいな 5年 南部シャトルスポーツ少年団 山形県
鈴木　ゆり乃 すずき　ゆりの 5年 塩釜ジュニアバドミントンクラブ 宮城県
蜂谷　真央 はちや　まお 5年 塩釜ジュニアバドミントンクラブ 宮城県
 中嶋　花帆 なかじま　かほ 5年 市原ジュニア 千葉県
三田地　夏歩 みたち　かほ 5年 市原ジュニア 千葉県
竹内　遥香 たけうち　はるか 5年 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都
橋村　羽奏 はしむら　わかな 5年 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都
宮城　青空 みやぎ　せいら 5年 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ 埼玉県
日野原　颯 ひのはら　さや 5年 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ 埼玉県
藤田　希瑠々 ふじた　きらら 5年 野田中根ジュニア 千葉県
木村　綺音 きむら　あやね 4年 野田中根ジュニア 千葉県
斉藤　舞音 さいとう　まお 5年 白根エンゼルス　 新潟県
笹川　凛 ささがわ　りん 5年 白根エンゼルス　 新潟県
不破　瑠香 ふわ　るか 5年 上市町ジュニア 富山県
加藤　葵生 かとう　あおい 5年 上市町ジュニア 富山県
中山　優里 なかやま　ゆうり 5年 OKジュニアバドミントンクラブ 石川県
堀口　奈祐 ほりぐち　なゆ 5年 OKジュニアバドミントンクラブ 石川県
安部　遥香 あべ　はるか 5年 おおいジュニア 福井県
金山　璃子 かなやま　りこ 5年 おおいジュニア 福井県
高橋　美里 たかはし　みさと 5年 各務原ジュニアバドミントンクラブ　 岐阜県
足立　奈律 あだち　なつ 5年 各務原ジュニアバドミントンクラブ　 岐阜県
渡辺　杏和 わたなべ あんな 5年 T-Jump Jr. 愛知県
河辺　ひなた こうべ ひなた 5年 T-Jump Jr. 愛知県
中上　未来 なかうえ　みく 5年 師勝ジュニアバドミントンクラブ 愛知県
松元　碧彩 まつもと　あおい 5年 師勝ジュニアバドミントンクラブ 愛知県
藤井　史穂 ふじい　しほ 5年 D☆ARMY　 大阪府
吉岡　葉菜 よしおか　はな 5年 D☆ARMY　 大阪府
奥野　杏奈 おくの　あんな 5年 長岡京市スポ少 京都府
奥野　優奈 おくの　ゆうな 5年 長岡京市スポ少 京都府
今井　渚月 いまい　なつき 5年 橿原ジュニアバドミントンクラブ 奈良県
加藤　歩未 かとう　あゆみ 5年 橿原ジュニアバドミントンクラブ 奈良県
竹本　千穂 たけもと　ちほ 5年 ミッキーズ　 岡山県
堀　小雪 ほり　こゆき 5年 ミッキーズ　 岡山県
高村　優羽 こうむら　ゆう 5年 下松ジュニア 山口県
野田　遥加 のだ　はるか 5年 下松ジュニア 山口県
大本　菫 おおもと　すみれ 5年 原ジュニア 広島県
横山　心音 よこやま　ここね 5年 原ジュニア 広島県
二神　心音 ふたがみ　ここね 5年 坂本ジュニアバドミントンクラブ 愛媛県
藤代　愛 ふじしろ　あい 5年 坂本ジュニアバドミントンクラブ 愛媛県
伊藤　ゆうひ いとう　ゆうひ 5年 TOBEクレッシェンド 愛媛県
中川　友那 なかがわ　ゆうな 5年 TOBEクレッシェンド 愛媛県
川本　悠衣 かわもと　ゆい 5年 東雲バドミントンスポーツ少年団 愛媛県
河野　有紗 かわの　ありさ 5年 東雲バドミントンスポーツ少年団 愛媛県
楠森　美羽 くすもり　みう 5年 若竹クラブ 福岡県
川野　楓華 かわの　ふうか 5年 若竹クラブ 福岡県
佐藤　加奈子 さとう　かなこ 5年 三宅ジュニア 福岡県
佐藤　穂乃 さとう　ほの 5年 三宅ジュニア 福岡県
親泊　ひまり おやどまり　ひまり 5年 キクムラジュニア 沖縄県
玉城　李音 たましろ　りのん 5年 キクムラジュニア 沖縄県
牧野　美優 まきの　みゆう 5年 妻北ジュニア 宮崎県
山澤　愛未 やまざわ　あみ 5年 妻北ジュニア 宮崎県
松山　陽香 まつやま　はるか 5年 ひなときクラブ 長崎県
村本　果奈 むらもと　かな 5年 ひなときクラブ 長崎県
山田　友衣 やまだ　ゆい 5年 仰木バドミントンクラブ 滋賀県
井上　凛 いのうえ　りん 5年 仰木バドミントンクラブ 滋賀県
福島　皐月 ふくしま　さつき 5年 瀬田北スポーツ少年団 滋賀県
安岡　愛侑 やすおか　あゆ 4年 瀬田北スポーツ少年団 滋賀県
金子　真帆 かねこ　まほ 5年 サンライズ 滋賀県
永松　沙音 ながまつ　しおん 5年 サンライズ 滋賀県
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ブロック No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校名 都道府県
上山　怜来 うえやま　れいら 4年 帯広ジュニアバドミントンクラブ 北北海道
末永　萌々歌 すえなが　ももか 4年 帯広ジュニアバドミントンクラブ 北北海道
武下　亜美 たけした　あみ 4年 帯広ジュニアバドミントンクラブ 北北海道
及川　沙来杏 おいかわ　さらん 4年 帯広ジュニアバドミントンクラブ 北北海道
阿部　祐梨菜 あべ　ゆりな 4年 高台バドミントン少年団 北北海道
日下　永愛 くさか　とあ 4年 高台バドミントン少年団 北北海道
白取　桜妃 しらとり　さき 4年 常盤ジュニア 青森県
三浦　佑日 みうら　ゆうか 4年 常盤ジュニア 青森県
佐々木　飛華  ささき　あすか 4年 塩釜ジュニアバドミントンクラブ 宮城県
後藤　葵 ごとう　あおい 3年 塩釜ジュニアバドミントンクラブ 宮城県
黒坂　未来 くろさか　みらい 4年 沼田バドミントンスポーツ少年団 山形県
髙橋　花菜 たかはし　はな 4年 沼田バドミントンスポーツ少年団 山形県
山北　眞緒 やまきた　まお 4年 鶴ヶ島Angels 埼玉県
伊藤　康乃 いとう　やすの 4年 鶴ヶ島Angels 埼玉県
青木　優羽 あおき　ゆう 4年 桜川Jr.バドミントンクラブ 茨城県
平田 　涼 ひらた　すずか 3年 桜川Jr.バドミントンクラブ 茨城県
中野　真里 なかの　まなり 4年 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
鈴木　あいり すずき　あいり 4年 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ 千葉県
白坂　琉璃 しらさか　るり 4年 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都
山下　恵依 やました　えい 4年 小平ジュニアバドミントンクラブ 東京都
納村　藍衣 おさむら　あい 4年 Ｗｉｎｇ武生ＪＢＣ 福井県
野坂　侑李 のざか　ゆうり 4年 Ｗｉｎｇ武生ＪＢＣ 福井県
森阪　真衣 もりさか　まい 4年 足羽ジュニア 福井県
水元　蓮華 みずもと　れんか 4年 足羽ジュニア 福井県
和田　春菜 わだ　はるな 4年 大徳ジュニアバドミントンクラブ 石川県
山口　栞菜 やまぐち　かんな 3年 大徳ジュニアバドミントンクラブ 石川県
松本　紗奈 まつもと　さな 4年 万葉ドリーム 福井県
久保寺　椎奈 くぼでら　しいな 3年 万葉ドリーム 福井県
岡本　芽 おかもと　めい 3年 師勝ジュニアバドミントンクラブ 愛知県
伊藤　菜央加 いとう　なおか 3年 師勝ジュニアバドミントンクラブ 愛知県
後藤　美命 ごとう　みこと 4年 岐南ジュニアB.C　 岐阜県
白川　純 しらかわ　じゅん 4年 岐南ジュニアB.C　 岐阜県
藤井　心町 ふじいこまち 4年 はりーあっぷジュニア 愛知県
松本　紗季 まつもとさき 2年 はりーあっぷジュニア 愛知県
相磯　美心 あいそ　みこと 4年 瓜破西ＳＳＣ 大阪府
高口　諒子 たかぐち　りょうこ 4年 瓜破西ＳＳＣ 大阪府
中島　萌 なかじま　もえ 4年 ウイニングショット　　 京都府
折井　真彩 おりい　まあや 3年 ウイニングショット　 京都府
有本　咲良 ありもと　さくら 4年 長岡京市スポ少 京都府
山田　栖奈 やまだ　せな 4年 長岡京市スポ少 京都府
古田　志穂 ふるた　しほ 4年 下松ジュニア 山口県
林　　知衣奈 はやし　ちいな 4年 下松ジュニア 山口県
戸上　凛 とのうえ　りん 3年 PEACEジュニア　 岡山県
石井　空 いしい　そら 3年 PEACEジュニア　 岡山県
竹原　舞 たけはら　まい 4年 ミッキーズ　 岡山県
金森　愛里紗 かなもり　ありさ 3年 ミッキーズ　 岡山県
清水　花梨 しみず　かりん 4年 三豊ｼﾞｭﾆｱバドミントンｽﾎﾟｰﾂ少年団 香川県
清水　彩世 しみず　あやせ 4年 三豊ｼﾞｭﾆｱバドミントンｽﾎﾟｰﾂ少年団 香川県
北迫　愛望 きたさこ　まなみ 4年 中央バドミントンｽﾎﾟｰﾂ少年団 香川県
西谷　柚奈 にしたに　ゆうな 4年 中央バドミントンｽﾎﾟｰﾂ少年団 香川県
藤代　咲空 ふじしろ　さら 4年 大生院ジュニアバドミントンクラブ 愛媛県
曽我部　希風 そがべ　ののか 4年 大生院ジュニアバドミントンクラブ 愛媛県
山口　真里奈 やまぐち　まりな 4年 佐賀サンライズ 佐賀県
津山　侑愛 つやま　ゆめ 4年 佐賀サンライズ 佐賀県
岩本　はぐみ いわもと　はぐみ 4年 肥前ジュニア 佐賀県
上田　心愛 うえだ　ここな 4年 肥前ジュニア 佐賀県
野山　華暖 のやま　はのん 4年 八代ジュニア 熊本県
岩崎　笑理 いわさき　えみり 4年 八代ジュニア 熊本県
濱田　娃来 はまだ　あいら 4年 中山バドミントンスポーツ少年団 鹿児島県
井上　心美 いのうえ　ここみ 4年 中山バドミントンスポーツ少年団 鹿児島県
堀田　菜々花 ほった　ななか 3年 川上ジュニア 佐賀県
永渕　友梨華 ながふち　ゆりか 2年 川上ジュニア 佐賀県
大山　七海 おおやま　なつみ 4年 瀬田北スポーツ少年団 滋賀県
奥谷　陽 おくたに　ひなた 4年 瀬田北スポーツ少年団 滋賀県
髙本　夏彩 たかもと　なつみ 4年 坂本倶楽部 滋賀県
宮園　紗希 みやぞの　さき 4年 坂本倶楽部 滋賀県
松田　悠花 まつだ　ゆうか 4年 瀬田北スポーツ少年団 滋賀県
坂根　陽菜 さかね　ひな 4年 瀬田北スポーツ少年団 滋賀県
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