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種目 人数 氏名 かな 所属
BS1 1 細谷 健太 ほそや　けんた シャトラーズ深川
BS1 2 広瀬 大翔 ひろせ　やまと ハナマウイＪｒ．
BS1 3 栗原 瑛虎 くりはら　えいと 小平ジュニア
BS1 4 新開 悠翔 しんかい　ゆうと 小平ジュニア
BS1 5 松木 琉森 まつき　るいしん 渋谷ジュニア
BS2 1 佐藤 蒼生 さとう　あおい ＰＩＸＹ葛西
BS2 2 杉本 響希 すぎもと　ひびき インフィニティー
BS2 3 結城 尊 ゆうき　たける 小平ジュニア
BS2 4 大木 十真 おおき　とうま 旭工芸
BS2 5 室屋 琉之介 むろや　りゅうのすけ 杉並ジュニア
BS2 6 髙橋 慎吾 たかはし　しんご 池上ジュニア
BS2 7 竹尾 悠輝 たけお　はるき 烏山ジュニア
BS2 8 廣瀬 佳晃 ひろせ　よしあき 町田ジュニア
BS2 9 山口 侑 やまぐち　ゆう 稲城ジュニア
BS3 1 中溝 浬 なかみぞかいり ＴＩＪ
BS3 2 冨屋 逢斗 とみや　あいと シャトラーズ深川
BS3 3 伊藤 颯佑 いとう　そうすけ 宝木塚Ｊｒ．
BS3 4 吉村 颯真 よしむら　そうま 小平ジュニア
BS3 5 堤 史弥 つつみ　ふみや 小平ジュニア
BS3 6 岡田 陽介 おかだ　ようすけ 杉並ジュニア
BS3 7 北田 海 きただ　かい 杉並ジュニア
BS3 8 野澤 瑛斗 のざわ　えいと 池上ジュニア
BS3 9 巴山 颯斗 ともやま　はやと 稲城ジュニア
BS4 1 森尾颯天 もりおそうま たなしＭＡＸ
BS4 2 森田創之 もりたそうし たなしＭＡＸ
BS4 3 平山 康太 ひらやまこうた ＴＩＪ
BS4 4 石野 颯大 いしの　そうた シャトラーズ深川
BS4 5 田中 晴 たなか　はる 八王子Ｋ・Ｂ
BS4 6 野村 龍星 のむらりゅうせい 八王子Ｋ・Ｂ
BS4 7 阿出川 冠 あでがわ　かむり 宝木塚Ｊｒ．
BS4 8 山本 悠惺 やまもと　ゆうせい 小平ジュニア
BS4 9 三浦 聖 みうら　こうき 小平ジュニア
BS4 10 関根 陽琉 せきね　はる 小平ジュニア
BS4 11 榎本 陽琉 えのもと　ひかる 成隣バドミントン
BS4 12 徐 煕豪 じょ　きごう 町田ジュニア
BS4 13 田中 崚登 たなか　りょうと 練馬アドバンス
BS4 14 佐藤 将磨 さとう　しょうま 練馬アドバンス
BS4 15 田中 朔 たなか　さく 練馬アドバンス
BS4 16 岡田 晃一 おかだ　こういち 調布ジュニア
BS4 17 伊藤 悠成 いとう　ゆうせい 青梅ジュニア
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BS5 1 川畑 海希 かわばた　ひろき ＳＵＮＳ２００４
BS5 2 平林 竜輝 ひらばやしたつき ＴＩＪ
BS5 3 松尾 尚樹 まつおなおき ＴＩＪ
BS5 4 佐々木 徳彰 ささきのりあき サザンウィングス
BS5 5 冨屋 歩希 とみや　あゆき シャトラーズ深川
BS5 6 鎌田 悠生 かまた　はるい 八王子ジュニア
BS5 7 小笠原 拓海 おがさわら　たくみ 八王子ジュニア
BS5 8 杉谷 天稀 すぎや　たかき 宝木塚Ｊｒ．
BS5 9 田中 星太郎 たなか　しょうたろう 小平ジュニア
BS5 10 鈴木 秀吾 すずき　しゅうご 小平ジュニア
BS5 11 井嶋 啓翔 いじま　けいと 小平ジュニア
BS5 12 尾鳥 葵音 おとり　あおと 小平ジュニア
BS5 13 宮﨑 潤誠 みやざき　じゅんせい 旭工芸
BS5 14 宍倉 拓海 ししくら　たくみ 池上ジュニア
BS5 15 斉藤 寛武 さいとう　ひろむ 池上ジュニア
BS5 16 石井 羚 いしい　れい 池上ジュニア
BS5 17 谷戸 翔音 やと　かのん 渋谷ジュニア
BS5 18 小池 大和 こいけ　やまと 町田ジュニア
BS5 19 上里 航大 かみさと　こうた 町田ジュニア
BS5 20 廣瀬 修平 ひろせ　しゅうへい 町田ジュニア
BS5 21 小泉 涼 こいずみ　りょう 稲城ジュニア
BS5 22 福井 敬介 ふくい　けいすけ 練馬アドバンス
BS5 23 江崎 純乃介 えざき　じゅんのすけ 豊島シャトルズ
BS5 24 高橋 海 たかはし　かい 銀座キッズ
BS5 25 津田 結斗 つだ　ゆいと 銀座キッズ
BS5 26 市川 遼 いちかわ　りょう 銀座キッズ
BS5 27 富山 晴貴 とみやま　はるき 青梅ジュニア
BS5 28 高橋 律 たかはし　りつ 鷹番ジュニア
BS5 29 鷲澤 巧真 わしざわ　たくま 鷹番ジュニア
BS6 1 本田奏介 ほんだそうすけ たなしＭＡＸ
BS6 2 本橋 潤一 もとはしじゅんいち サザンウィングス
BS6 3 菅野 響生 かんの　ひびき 八王子ジュニア
BS6 4 大堀 蓮人 おおほり　れんと 八王子ジュニア
BS6 5 山中 健 やまなか　けん 八王子ジュニア
BS6 6 井上 知己 いのうえ　ともき 八王子ジュニア
BS6 7 富久田 誠士郎 とみくだ　せいしろう 国分寺ジュニア
BS6 8 二瓶颯太 にへい　そうた 国分寺ジュニア
BS6 9 笠井千璃 かさい　せんり 国分寺ジュニア
BS6 10 斉藤 拓 さいとう　たく 宝木塚Ｊｒ．
BS6 11 浅野 樹 あさの　いつき 宝木塚Ｊｒ．
BS6 12 武森 陽向 たけもり　ひなた 小平ジュニア
BS6 13 榎本 龍也 えのもと　りゅうや 成隣バドミントン
BS6 14 塚田 海生 つかだ　かい 渋谷ジュニア
BS6 15 小杉 一輝 こすぎ　かずき 町田ジュニア
BS6 16 加藤 陽斗 かとう　はると 町田ジュニア
BS6 17 横野 賢吾 よこの　けんご 町田ジュニア
BS6 18 曾野田 拓洋 そのだ　たくみ 銀座キッズ



GS1 1 安田 風華 やすだ　ふうか 小平ジュニア
GS1 2 佐藤 藍羽 さとう　あいは 小平ジュニア
GS1 3 猪瀬 絢巳 いのせ　あやみ 小平ジュニア
GS1 4 赤島 里英 あかしま　りえ 小平ジュニア
GS1 5 太田 桜羽 おおた　さわ 旭工芸
GS1 6 猪口 優笑 いぐち　にこ 旭工芸
GS1 7 鈴木 紺 すずき　こん 町田ジュニア
GS1 8 石田 陽葵 いした　ひまり 豊島シャトルズ
GS2 1 木下 稀結 きのした　まゆ ＮＯＣＫＳ
GS2 2 田中 ちひろ たなかちひろ ＴＩＪ
GS2 3 石川 真衣 いしかわ　まい キダッチョ君ＢＣ
GS2 4 石川 奈那 いしかわ　なな シャトラーズ深川
GS2 5 中田 麻友 なかた　まゆ ソレイユＢ．Ｃ
GS2 6 栗原 花楓 くりはら　かえで 小平ジュニア
GS2 7 三浦 睦 みうら　むつみ 小平ジュニア
GS2 8 和光 愛美 わこう　まなみ 小平ジュニア
GS2 9 小野瀬 愛良 おのせ　あいら 小平ジュニア
GS2 10 大﨑 美怜 おおさき　みれい 小平ジュニア
GS2 11 栁 心咲 やなぎ　みさき 小平ジュニア
GS2 12 加藤 芙美乃 かとう　ふみの 旭工芸
GS2 13 福岡 奈々 ふくおか　なな 杉並ジュニア
GS2 14 佐藤 渚 さとう　なぎさ 池上ジュニア
GS2 15 小池 桜 こいけ　さくら 町田ジュニア
GS2 16 深串 唯衣 ふかくし　ゆい 練馬アドバンス
GS2 17 井口 凜 いぐち　りん 豊島シャトルズ
GS2 18 飯田 望海 いいだ　のぞみ 豊島シャトルズ
GS2 19 小出 鈴 こいで　りん 青梅ジュニア
GS2 20 野﨑 由乃 のざき　ゆの 青梅ジュニア
GS2 21 楠本 陽真里 くすもと　ひまり 鷹番ジュニア
GS3 1 庄司蘭 しょうじらん たなしＭＡＸ
GS3 2 田上 日奈 たがみひな ＴＩＪ
GS3 3 土井 優花 どいゆうか ＴＩＪ
GS3 4 松尾 采樹 まつおことき ＴＩＪ
GS3 5 大村 明花 おおむら　めいか ハナマウイＪｒ．
GS3 6 近藤 結名 こんどう　ゆな 宝木塚Ｊｒ．
GS3 7 執行 藍 しぎょう　あい 小平ジュニア
GS3 8 山本 真帆 やまもと　まほ 小平ジュニア
GS3 9 栁 絢心 やなぎ　あやみ 小平ジュニア
GS3 10 三上 美月 みかみ　みづき 旭工芸
GS3 11 生田 瑞佳 しょうだ　みずか 杉並ジュニア
GS3 12 田中 志歩 たなか　しほ 渋谷ジュニア
GS3 13 堀口 由乃 ほりぐち　よしの 稲城ジュニア
GS3 14 岩端 慧那 いわはな　えな 豊島シャトルズ
GS3 15 山崎 優梨 やまざき　ゆうり 青梅ジュニア
GS4 1 吉川 由芽 よしかわゆめ ＴＩＪ
GS4 2 秋元 美結奈 あきもと　みゆな ハナマウイＪｒ．
GS4 3 池田 茉悠 いけだ　まゆう 小平ジュニア
GS4 4 渡邊 夏美 わたなべ　なつみ 旭工芸
GS4 5 青葉 香音 あおば　かおん 渋谷ジュニア
GS4 6 深串 紗希 ふかくし　さき 練馬アドバンス
GS4 7 木庭 彩花 こば　あやか 豊島シャトルズ
GS4 8 堀 芹良 ほり　せら 銀座キッズ



GS4 9 野﨑 星奈 のざき　せな 青梅ジュニア
GS4 10 野﨑 花奈 のざき　はな 青梅ジュニア



GS5 1 四宮 千愛 しのみや　ちなる ＰＩＸＹ葛西
GS5 2 河合 優空 かわい　ゆう ＰＩＸＹ葛西
GS5 3 渡辺 杏 わたなべ　あん ＳＵＮＳ２００４
GS5 4 今村 柚稀 いまむらゆずき ＴＩＪ
GS5 5 荒井 杏 あらいあん ＴＩＪ
GS5 6 菅 芽衣子 すがめいこ ＴＩＪ
GS5 7 牛久保 紅萌 うしくぼこうめ ＴＩＪ
GS5 8 堀 維夏 ほり　ゆいか ガッツジュニア
GS5 9 福山 咲季 ふくやま　さき サザンウィングス
GS5 10 室谷 果凛 むろたに　かりん サザンウィングス
GS5 11 細谷 綺希 ほそや　きき シャトラーズ深川
GS5 12 三木 彩加 みき　あやか ハナマウイＪｒ．
GS5 13 小間 椿 こま　つばき 国分寺ジュニア
GS5 14 松本 杏珠 まつもと　あんず 宝木塚Ｊｒ．
GS5 15 大嶽 実央 おおたけ　みお 小平ジュニア
GS5 16 猪瀬 智恵 いのせ　ちえ 小平ジュニア
GS5 17 永松 椛 ながまつ　もみじ 小平ジュニア
GS5 18 青柳 陽咲 あおやぎ　ひさき 旭工芸
GS5 19 佐々木 心羽 ささき　みわ 旭工芸
GS5 20 村上 笑瑠 むらかみ　えみる 旭工芸
GS5 21 小日向 由莉 こひなた　ゆり 杉並ジュニア
GS5 22 室屋 すみれ むろや　すみれ 杉並ジュニア
GS5 23 木村 瀬夏 きむら　せな 杉並ジュニア
GS5 24 南立 紗希 なんだて　さき 渋谷ジュニア
GS5 25 齋藤 鏡花 さいとう　きょうか 渋谷ジュニア
GS5 26 有村陽南 ありむら　ひな 町田ジュニア
GS5 27 川島 美葉音 かわしま　みはね 稲城ジュニア
GS5 28 八ツ田 結衣 やつだ　ゆい 稲城ジュニア
GS5 29 浅野 惺奏 あさの　せな 稲城ジュニア
GS5 30 八ツ田 莉帆 やつだ　りほ 稲城ジュニア
GS5 31 滝 天寧 たき　あまね 練馬アドバンス
GS5 32 石森 柚紀 いしもり　ゆずき 青梅ジュニア
GS5 33 寺村 優花 てらむら　ゆうか 鷹番ジュニア



GS6 1 福島 希心 ふくしま　のぞみ ＰＩＸＹ葛西
GS6 2 饗庭 彩花 あえば　いろは ＰＩＸＹ葛西
GS6 3 野村 佳永 のむら　かな ＰＩＸＹ葛西
GS6 4 福井 花望 ふくい　かのん ＰＩＸＹ葛西
GS6 5 木下 晴子 きのした　はるこ エスアイディ ジュニア
GS6 6 成澤 詩織 なりさわ　しおり エスアイディ ジュニア
GS6 7 渡辺 柚希 わたなべ　ゆずき ＳＵＮＳ２００４
GS6 8 齋藤 菜々 さいとう　なな ＳＵＮＳ２００４
GS6 9 金澤 百花 かなざわ　ももか ＳＵＮＳ２００４
GS6 10 鎌田 花菜 かまた　はな ＳＵＮＳ２００４
GS6 11 藤原未釉 ふじわらみゆう たなしＭＡＸ
GS6 12 藤原 光梨 ふじはらひかり ＴＩＪ
GS6 13 平山 奈桜 ひらやまなお ＴＩＪ
GS6 14 濱谷 なつき はまやなつき ＴＩＪ
GS6 15 早川 未央 はやかわ　みお サザンウィングス
GS6 16 石川 結友 いしかわ　ゆう シャトラーズ深川
GS6 17 渡辺 楓 わたなべ　かえで チームけやき
GS6 18 江原 羽海 えばら　はどみ 八王子ジュニア
GS6 19 岡部 綾美 おかべ　あやみ 八王子ジュニア
GS6 20 青戸麻唯菜 あおとまいな 千代田ジュニア
GS6 21 木崎 千幸 きざき　ちゆき 品川ジュニア
GS6 22 日下田 灯 ひげた　あかり 宝木塚Ｊｒ．
GS6 23 西田 芽生 にしだ　めう 宝木塚Ｊｒ．
GS6 24 末廣 凜風 すえひろ　りんか 小平ジュニア
GS6 25 末廣 瑠夏 すえひろ　るか 小平ジュニア
GS6 26 中江 杏 なかえ　あん 小平ジュニア
GS6 27 荒澤 ゆずか あらさわ　ゆずか 成隣バドミントン
GS6 28 大山 心美 おおやま　ここみ 成隣バドミントン
GS6 29 清水 美理 しみず　みり 杉並ジュニア
GS6 30 垰下 かの たおした　かの 杉並ジュニア
GS6 31 松岡 真琴 まつおか　まこと 池上ジュニア
GS6 32 粟野 莉央 あわの　りお 渋谷ジュニア
GS6 33 金澤 優咲 かなざわ　ゆさ 渋谷ジュニア
GS6 34 酒井 美緒 さかい　みお 渋谷ジュニア
GS6 35 小林 梨華 こばやし　りか 練馬アドバンス
GS6 36 田中 陽音 たなか　ひの 練馬アドバンス
GS6 37 木庭 知咲 こば　ちさき 豊島シャトルズ
GS6 38 堀 結月 ほり　ゆづき 銀座キッズ
GS6 39 福元 廣乃 ふくもと　ひろの 鷹番ジュニア


