
種　　　目

１ 中川 翔護 (町田ジュニア) 堤 恵悟 (小平ジュニア) 藤城 武之輔 (青梅ジュニア) 神尾 明希 (青梅ジュニア) 伴野 碧唯 (ＮＯＣＫＳ) 吉田 絢香 (旭工芸ジュニア)

２ 金岡 壮達 (イシバジャパン) 内田 壮一郎 (たなしＭＡＸＪｒ．) 渡邉 悠至 (青梅ジュニア) 石川 るるう (たなしＭＡＸＪｒ) 佐藤 帆志乃 (宝木塚ジュニア) 酒井 玲菜 (調布ジュニア)

３ 石井 春馬 (ホワイトバーズ) 玉木 佑弥 (たなしＭＡＸＪｒ．) 平吹 曉 (青梅ジュニア) 細谷 綺希 (シャトラーズ深川) 佐藤 つきみ (渋谷ジュニア) 高木 杏 (調布ジュニア)

４ 塩谷 司 (たなしＭＡＸＪｒ．) 白坂 夏絆 (小平ジュニア) 城戸 友翔 (小平ジュニア) 木下 結瑛 (ＮＯＣＫＳ) 藤井 円花 (渋谷ジュニア) 田中 四葉 (渋谷ジュニア)

５ 戸土 陽稀 (サザンウィングス) 鈴木 蒼介 (八王子ジュニア) 小林 和 (品川ジュニア) 三木 彩加 (シャトラーズ深川) 高橋 結衣 (町田ジュニア) 宮本 青璃 (サザンウィングス)

６ 鈴木 秀吾 (小平ジュニア) 星 椋太 (宝木塚ジュニア) 蒔苗 大助 (杉並ジュニア) 田村 茉桜 (品川ジュニア) 稲付 くるみ (たなしＭＡＸＪｒ) 岩本 莉奈 (練馬アドバンス)

７ 田中 星太郎 (小平ジュニア) 間瀬 智裕 (町田ジュニア) 野口 空 (小平ジュニア) 福山 咲季 (サザンウィングス) 藤原 未釉 (たなしＭＡＸＪｒ) 東 里桜 (渋谷ジュニア)

８ 谷戸 翔音 (鷹番ジュニア) 三木 瑛太 (シャトラーズ深川) 下川 璃久 (青梅ジュニア) 村山 陽香 (渋谷ジュニア) 青戸 麻唯菜 (千代田ジュニアＢ．Ｃ) 木田 愛里 (たなしＭＡＸＪｒ)

９ 山澤 悠稀 (久松ジュニア) 殿川 大地 (鷹番ジュニア) 合田 拓翔 (たなしＭＡＸＪｒ) 大嶽 実央 (小平ジュニア) 浜岡 育穂 (八王子ジュニア) 赤島 里香 (小平ジュニア)

１０ 廣瀬 修平 (町田ジュニア) 菅野 響生 (八王子ジュニア) 大國 正夢 (練馬アドバンス) 平田 葵 (渋谷ジュニア) 黒川 紗都 (練馬アドバンス) 小野髙 美月 (小平ジュニア)

１１ 鈴木 鷹人 (旭工芸ジュニア) 福成 翔太 (シャトラーズ深川) 植木 渉 (小平ジュニア) 石上 琴美 (調布ジュニア) 森 未宇 (板橋ジュニア) 雑賀 日茉里 (鷹番ジュニア)

１２ 髙橋 佑輔 (池上ジュニア) 永井 海成 (シャトラーズ深川) 伊東 凪都 (武蔵村山ジュニア) 有村 陽南 (町田ジュニア) 光永 理央菜 (町田ジュニア) 内藤 暖乃 (ＳＵＮＳ２００４)

１３ 高橋 海 (銀座キッズ) 新木 雄太 (サザンウィングス) 松本 綾太朗 (宝木塚ジュニア) 浅野 惺奏 (稲城ジュニア) 金澤 優咲 (渋谷ジュニア) 武田 琴音 (池上ジュニア)

１４ 宍倉 拓海 (池上ジュニア) 吉田 篤史 (稲城ジュニア) 戸村 光希 (小平ジュニア) 酒井 結菜 (調布ジュニア) 酒井 美緒 (渋谷ジュニア) 広瀬 紗麗 (宝木塚ジュニア)

１５ 河村 結人 (キダッチョ君ＢＣ) 大森 陸奥 (練馬アドバンス) 髙城 直輝 (練馬アドバンス) 川島 美葉音 (稲城ジュニア) 森本 ゆりな (鷹番ジュニア) 程原 優 (シャトラーズ深川)

１６ 井嶋 啓翔 (小平ジュニア) 佐々木 陽斗 (たなしＭＡＸＪｒ) 福山 航大 (サザンウィングス) 永松 椛 (小平ジュニア) 平澤 愛菜 (シャトラーズ深川) 中村 有里 (鷹番ジュニア)

１７ 山口 拓 (渋谷ジュニア) 塩谷　朱雀 (小平ジュニア) 水尻 茉那 (サザンウィングス) 皆川　恵栞 (小平ジュニア) 橋村　妃翔 (小平ジュニア)

１８ 佐野 健太 (青梅ジュニア) 武森　陽向 (小平ジュニア) 青木 愛 (ＮＯＣＫＳ) 吉野 羽都希 (練馬アドバンス) 山中　杏里 (青梅ジュニア)

１９ 青戸 琳太郎 (千代田ジュニアＢ．Ｃ．) 岩佐　幸太郎 （八王子KB） 上田 涼菜 (有馬シャトル) 渡邉　杏梨 (青梅ジュニア)

２０ 野口 優 (小平ジュニア) 坂口　功 (渋谷ジュニア) 石井 伊織 (ホワイトバーズ) 薗田　優奈 (青梅ジュニア)

２１ 土屋　和志 （八王子KB） 梅澤　唯花 (練馬アドバンス) 森田　七海 青梅ジュニア

２２

６年生以上女子５年生以上男子

第２９回全国小学生バドミントン選手権大会兼第２１回関東小学生バドミントン選手権大会東京都予選

シングルス参加資格者

＊エントリーはシングルスまたはダブルスのどちらかとなります。両種目へのエントリーはできません。

６年生以上男子 ４年生以上女子 ５年生以上女子４年生以上男子


