
種目 名前 ふりがな 所属チーム名 都道府県名 学年

MS1 城倉 遙輝 じょうくら はるき ミンピーベーサー 長野県 0

MS1 横田 海功 よこた うく ミンピーベーサー 長野県 0

MS1 山田 翔暉 やまだ とあ 井口ジュニア 富山県 1

MS1 柳田 宗佑 やなぎだ そうすけ 井口ジュニア 富山県 0

MS1 井村 蓮次 いむら れんじ 富山和合 富山県 1

MS1 田中 陽輝 たなか はるき 新湊ジュニア 富山県 1

MS1 庄司 智久 しょうじ ともひさ Wing武生ＪＢＣ 福井県 1

MS1 中野 雄太 なかの ゆうた Wing武生ＪＢＣ 福井県 1

MS1 庄司 健琉 しょうじ たける Wing武生ＪＢＣ 福井県 1

MS1 上田 将暉 うえだ まさき 清明ウィンズ 福井県 0

MS1 大嶋 健心 おおしま けんしん 足羽ジュニア 福井県 0

MS1 前田 慧也 まえだ けいや ＩＨＳジュニア 石川県 1

MS1 髙畠 暁輝 たかばたけ あき 大浦ジュニアクラブ 石川県 0

MS1 木谷 陽太 きだに ひなた 美川湊ジュニア 石川県 1

MS1 山田 和功 やまだ わく 中島ジュニア 石川県 0

MS1 大多 慶士 おおた けいし 高松ジュニア 石川県 1

MS1 本村 健悟 もとむら けんご 大徳ジュニア 石川県 1

MS1 澤村 悠誠 さわむら ゆうせい 野々市ジュニア 石川県 1

MS1 川島 岳琉 かわしま たける 金沢崎浦Wings 石川県 1

MS1 山本 楽 やまもと らく 金沢崎浦Wings 石川県 1

MS3 前西 将志 まえにし まさゆき ホワイトパンダース 京都府 3

MS3 杉山 柊 すぎやま しゅう 田上バドクラブ 滋賀県 2

MS3 森野 亜楠 もりの あなん Pana-J 滋賀県 3

MS3 青木 一馬 あおき かずま 南木曽ジュニア 長野県 2

MS3 下島 煌大 しもじま こうた 南木曽ジュニア 長野県 3

MS3 木下 都吹 きのした いぶき TIJ長野 長野県 2

MS3 仁平 康介 にだいら こうすけ TIJ長野 長野県 2

MS3 伊東 優真 いとう ゆうま ミンピーベーサー 長野県 3

MS3 土屋 結希 つちや ゆうき AC長野パルセイロBCジュニア 長野県 3

MS3 坂口 功 さかぐち こう 渋谷ジュニア 東京都 3

MS3 三石 草太 みついし そうた 新湊カモンSC 富山県 3

MS3 二川 悠玖 ふたかわ ゆうく 新湊カモンSC 富山県 3

MS3 槇谷 一晟 まきたに いっせい 新湊カモンSC 富山県 2

MS3 長谷川 蓮 はせがわ れん 新湊カモンSC 富山県 2

MS3 邑田 銀士 むらた ぎんじ 水橋ジュニア 富山県 2

MS3 徳田 元輝 とくだ もとき 井口ジュニア 富山県 2

MS3 柴田 有士 しばた あると 富山南ジュニア 富山県 3

MS3 早川 輝 はやかわ ひかる 富山南ジュニア 富山県 2

MS3 木下 修太郎 きのした しゅうたろう 高岡ジュニア 富山県 3



MS3 神代 晃輔 じんだい こうすけ 高岡ジュニア 富山県 3

MS3 安田  翔 やすだ しょう 富山和合 富山県 2

MS3 筏井 孔晟 いかだい こうせい 南条ジュニア 富山県 2

MS3 岩城 樹生 いわき たつき 新湊ジュニア 富山県 3

MS3 小池 芳季 こいけ よしき 新湊ジュニア 富山県 2

MS3 村井 順成 むらい じゅんせい 立山ジュニア 富山県 3

MS3 寺尾 大輝 てらお だいき えちぜんジュニア 福井県 3

MS3 明城 一翔 みょうじょう いちと えちぜんジュニア 福井県 3

MS3 川田 琉斗 かわだ りゅうと えちぜんジュニア 福井県 2

MS3 山本 洸大 やまもと こうた えちぜんジュニア 福井県 2

MS3 谷山 優 たにやま ゆう Wing武生ＪＢＣ 福井県 3

MS3 城野 晄希 しろの こうき 清明ウィンズ 福井県 2

MS3 小川 雄斗 おがわ ゆうと 森田ジュニア 福井県 3

MS3 横山 蒼人 よこやま そうと 森田ジュニア 福井県 3

MS3 木内 奏佑 きうち そうすけ 足羽ジュニア 福井県 3

MS3 村上 旺大 むらかみ おうた Dream.Jr 福井県 3

MS3 前田 篤希 まえだ あつき Dream.Jr 福井県 3

MS3 西川 直希 にしかわ なおき Dream.Jr 福井県 3

MS3 伊藤 千尋 いとう ちひろ OKジュニア 石川県 3

MS3 成清 友貴 なりきよ ゆうき 小松ジュニア 石川県 3

MS3 石田 悠陽 いしだ ゆうひ 内灘ジュニア 石川県 3

MS3 村本 拓音 むらもと たくと 内灘ジュニア 石川県 3

MS3 野村 泰誠 のむら たいせい 内灘ジュニア 石川県 3

MS3 木谷 翔太 きだに しょうた 美川湊ジュニア 石川県 3

MS3 舟渡 啓斗 ふなわたし けいと 美川湊ジュニア 石川県 3

MS3 松田 絆空 まつだ きずく 中島ジュニア 石川県 2

MS3 池田 栄飛 いけだ えいと バドミントンクラブかしま 石川県 2

MS3 四柳 佑真 よつやなぎ ゆうま 大徳ジュニア 石川県 2

MS3 尾村 絢人 おむら あやと 津幡ジュニア 石川県 3

MS3 松原 史穏 まつばら しおん 松任ジュニア 石川県 3

MS3 寺瀬 大翔 てらせ ひろと 松任ジュニア 石川県 3

MS3 西村 采人 にしむら あやと 松任ジュニア 石川県 2

MS3 宮川 仁太 みやかわ じんた 松任ジュニア 石川県 3

MS3 高浦 颯真 たかうら そうま 野々市ジュニア 石川県 3

MS3 鈴木 翔 すずき かける 野々市ジュニア 石川県 3

MS3 北野 陽彩 きたの ひいろ 野々市ジュニア 石川県 2

MS3 西野 隼 にしの しゅん おしのジュニアバドミントンクラブ 石川県 3

MS3 児玉 洸陽 こだま こうよう 新神田ジュニア 石川県 3

MS3 前田 蒼空 まえだ そら 新神田ジュニア 石川県 2

MS3 坂野 楓芽 さかの ふうが 中央ジュニア 石川県 3



MS3 中田 天清 なかた てんせい 中央ジュニア 石川県 3

MS3 新出 太一 しんで たいち 能登町ジュニア 石川県 3

MS4 服部 有悟 はっとり ゆうご 出羽ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 埼玉県 4

MS4 田口 諒之介 たぐち りょうのすけ 出羽ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 埼玉県 4

MS4 冨田 陶真 とみた とうま 出羽ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 埼玉県 4

MS4 杉山 楓 すぎやま かえで 田上バドクラブ 滋賀県 4

MS4 宮崎 奏空 みやざき そら Pana-J 滋賀県 4

MS4 大塚 哲平 おおつか てっぺい 勝原ジュニア 兵庫県 4

MS4 松澤 侑也 まつざわ ゆうや 豊栄ジュニア 新潟県 4

MS4 伊藤 智悠 いとう ともひさ 豊栄ジュニア 新潟県 4

MS4 梅川 颯太 うめかわ そうた 豊栄ジュニア 新潟県 4

MS4 長谷川 奏巧 はせがわ かなた 五泉バンビーノ 新潟県 4

MS4 佐々木 有 ささき ゆう 柏崎ジュニア 新潟県 4

MS4 市川 逞夢 いちかわ たくむ 柏崎ジュニア 新潟県 4

MS4 野瀬山 悠来 のせやま はるき 白根エンゼルス 新潟県 4

MS4 大澤 希夢 おおさわ のぞむ TIJ長野 長野県 4

MS4 森山 羽空 もりやま はく 滑川ジュニア 富山県 4

MS4 三井 健生 みつい けんせい 滑川ジュニア 富山県 4

MS4 三井 洸生 みつい こうせい 滑川ジュニア 富山県 4

MS4 四枚田 哲平 しまいだ てっぺい 新湊カモンSC 富山県 4

MS4 水野 太陽 みずの たいよう ＪＢＣふちゅう 富山県 4

MS4 澤野 友哉 さわの ともや ＳＣ富山 富山県 4

MS4 金道 和哉 かねみち かずや 井口ジュニア 富山県 4

MS4 柳田 赳澄 やなぎだ たけきよ 井口ジュニア 富山県 4

MS4 金道 琉真 かねみち りゅうま 井口ジュニア 富山県 4

MS4 山田 晟生 やまだ じょう 井口ジュニア 富山県 4

MS4 奥 真優 おく まひろ 高岡ジュニア 富山県 3

MS4 北村 光 きたむら ひかり 高岡ジュニア 富山県 4

MS4 浦田 悠生 うらた ゆうせい 南条ジュニア 富山県 4

MS4 浦田 康生 うらた こうせい 南条ジュニア 富山県 4

MS4 大石 遥斗 おおいし はると 立山ジュニア 富山県 4

MS4 田中 優丞 たなか ゆうすけ 勝山チャマッシュ 福井県 4

MS4 田中 陽丞 たなか ようすけ 勝山チャマッシュ 福井県 4

MS4 藤崎 吏睦 ふじさき  りむ 勝山チャマッシュ 福井県 4

MS4 辻 武隼 つじ  たけはや 勝山チャマッシュ 福井県 4

MS4 細田 蓮人 ほそだ れんと 森田ジュニア 福井県 4

MS4 羽野 友喜 はの ともき 森田ジュニア 福井県 4

MS4 五十嵐 瑛翔 いがらし えいと 社南ジュニア 福井県 4

MS4 荒巻 俊仁 あらまき しゅんじん 春江ジュニア 福井県 4

MS4 牧野 凌久 まきの りく Dream.Jr 福井県 4



MS4 守田 崇悟 もりた しゅうご OKジュニア 石川県 4

MS4 前田 颯真 まえだ はやま OKジュニア 石川県 4

MS4 森山 蒼梧 もりやま そうご OKジュニア 石川県 4

MS4 青木 幾 あおき いく OKジュニア 石川県 4

MS4 粟野 弘斗 あわの ひろと J.cats 石川県 4

MS4 元屋 十響 もとや じゅうと 内灘ジュニア 石川県 4

MS4 吉田 汰央 よした たお 美川湊ジュニア 石川県 4

MS4 田辺 諒大 たなべ りょうた 中島ジュニア 石川県 4

MS4 表  陽仁 おもて はると バドミントンクラブかしま 石川県 4

MS4 四柳 翔太郎 よつやなぎ しょうたろう 大徳ジュニア 石川県 4

MS4 水上 雄斗 みずかみ ゆうと 津幡ジュニア 石川県 4

MS4 磯賀 彪 いそが ひゆう 津幡ジュニア 石川県 4

MS4 坂本 勇希 さかもと ゆうき 津幡ジュニア 石川県 4

MS4 井波 桜哉 いなみ さくや 津幡ジュニア 石川県 4

MS4 諸江 大空 もろえ そら おしのジュニアバドミントンクラブ 石川県 4

MS4 児玉 太一陽 こだま たいよう 新神田ジュニア 石川県 4

MS4 宮下 翔伍 みやした しょうご 金沢崎浦Wings 石川県 4

MS4 塩谷 頼実 しおたに よりざね 金沢崎浦Wings 石川県 4

MS4 脇坂 翔 わきさか しょう 金沢崎浦Wings 石川県 4

MS4 神田 勝栄 かんだ まさはる 中央ジュニア 石川県 4

MS5 上村 康祐 うえむら こうすけ トリッキーパンダース 岐阜県 5

MS5 後藤 洸太 ごとう こうた 岩槻ジュニア 埼玉県 5

MS5 八木澤 賢翼 やぎさわ けんすけ 宇都宮中央ジュニア 栃木県 5

MS5 油木 和樹 あぶらき かずき 里きっず 滋賀県 5

MS5 了舟 輝 りょうしゅう ひかる 里きっず 滋賀県 5

MS5 佐藤 佑羽 さとう ゆうは 豊栄ジュニア 新潟県 5

MS5 駒澤 旬亮 こまざわ しゅんすけ 豊栄ジュニア 新潟県 5

MS5 金子 隼 かねこ しゅん 五泉バンビーノ 新潟県 5

MS5 羽賀 晴人 はが はると 豊浦スペリオールズ 新潟県 5

MS5 濟藤 竜郎 さいとう たつろう 南木曽ジュニア 長野県 5

MS5 大澤 優斗 おおさわ ゆうと TIJ長野 長野県 5

MS5 所河  叶磨 しょがわ とうま TIJ長野 長野県 5

MS5 木下 理仁 きのした りと TIJ長野 長野県 5

MS5 倉田 柊弥 くらた しゅうや TIJ長野 長野県 5

MS5 芳賀 凛成 はが りんせい ミンピーベーサー 長野県 5

MS5 髙橋 優希 たかはし ゆうき ミンピーベーサー 長野県 5

MS5 土屋 太希 つちや たいき AC長野パルセイロBCジュニア 長野県 5

MS5 山地 望道 やまじ みのり 滑川ジュニア 富山県 5

MS5 井上 太嗣 いのうえ たいし ＪＢＣふちゅう 富山県 5

MS5 水口 颯介 みずぐち さすけ ＪＢＣふちゅう 富山県 5



MS5 土橋 侑人 つちはし ゆうと ＪＢＣふちゅう 富山県 5

MS5 山本 大翔 やまもと はる 久目バドミントンクラブ 富山県 5

MS5 上 礼 かみ れい 久目バドミントンクラブ 富山県 5

MS5 森内 蒼太郎 もりうち そうたろう 上市バドスクール 富山県 5

MS5 立花 優輝 たちばな ゆうき 上市バドスクール 富山県 5

MS5 高井 響 たかい ひびき 上市バドスクール 富山県 5

MS5 杉木 尚弥 すぎき なおや 上市バドスクール 富山県 5

MS5 小柳 賢隼 こやなぎ たかとし ＳＣ富山 富山県 5

MS5 小柳 賢純 こやなぎ たかすみ ＳＣ富山 富山県 5

MS5 吉田 智哉 よしだ ともや 井口ジュニア 富山県 5

MS5 長田 勝幸 ながた かつゆき 井口ジュニア 富山県 4

MS5 舘 陽輝 たち はるき 井口ジュニア 富山県 5

MS5 片岡 真有 かたおか まある 富山南ジュニア 富山県 5

MS5 安村 琉偉 やすむら るい 高岡ジュニア 富山県 5

MS5 山崎 泰雅 やまざき たいが 高岡ジュニア 富山県 5

MS5 浦田 駿平 うらた しゅんぺい 南条ジュニア 富山県 5

MS5 島 悠太 しま ゆうた 南条ジュニア 富山県 5

MS5 筏井 英嘉 いかだい ひでよし 南条ジュニア 富山県 5

MS5 米 颯斗 よね りくと 福野スポ少 富山県 5

MS5 田中 公陽 たなか こうよう 新湊ジュニア 富山県 5

MS5 高畑 羽琉 たかばたけ はる 新湊ジュニア 富山県 5

MS5 青木 大成 あおき たいせい 木田ジュニア 福井県 5

MS5 川田 遥斗 かわだ はると えちぜんジュニア 福井県 5

MS5 幸河 歩夢 こうがわ あゆむ 勝山チャマッシュ 福井県 5

MS5 田中 皇己 たなか こうき 勝山チャマッシュ 福井県 5

MS5 山口 知晃 やまぐち ともあき 大野ジュニア 福井県 5

MS5 松井 優斗 まつい ゆうと 金井学園ジュニア 福井県 5

MS5 横山 心人 よこやま しんと 森田ジュニア 福井県 5

MS5 齊藤 聖大 さいとう せな 森田ジュニア 福井県 5

MS5 道苗 海斗 みちなえ かいと スターキッズ磯部 福井県 5

MS5 笹原 蒼良 ささはら そら 足羽ジュニア 福井県 5

MS5 田中 康翔 たなか やすと 足羽ジュニア 福井県 5

MS5 猪島 孔輝 いのしま こうき 足羽ジュニア 福井県 5

MS5 中川 翔太 なかがわ しょうた 社南ジュニア 福井県 5

MS5 長谷部 航 はせべ こう Dream.Jr 福井県 5

MS5 吉岡 拓馬 よしおか たくま OKジュニア 石川県 5

MS5 堺 健太 さかい けんた 小松ジュニア 石川県 5

MS5 卯辰 季士 うたつ ときと 金沢ジュニア 石川県 5

MS5 廣川 惠斗 ひろかわ けいと 金沢ジュニア 石川県 5

MS5 早川 太晴 はやかわ たいせい J.cats 石川県 5



MS5 神谷 駿介 かみや しゅんすけ J.cats 石川県 5

MS5 山本 倫太郎 やまもと りんたろう 内灘ジュニア 石川県 5

MS5 奥 健斗 おく けんと 美川湊ジュニア 石川県 5

MS5 池田 廉飛 いけだ れんと バドミントンクラブかしま 石川県 5

MS5 平野 蓮太郎 ひらの れんたろう ナスポ 石川県 5

MS5 延田 遼介 のぶた りょうすけ 高松ジュニア 石川県 5

MS5 盛戸 悠真 もりと ゆうま 高松ジュニア 石川県 5

MS5 摂田 海来 せった みらい 羽咋ジュニアバドミントンクラブ 石川県 5

MS5 徳田 浩空 とくだ はるく 松任ジュニア 石川県 5

MS5 宮川 禮維 みやかわ らい 松任ジュニア 石川県 5

MS5 福永 伊吹 ふくなが いぶき 松任ジュニア 石川県 5

MS5 鈴木 輝 すずき ひかる 野々市ジュニア 石川県 5

MS5 木下 彪成 きのした ひょうせい 野々市ジュニア 石川県 5

MS5 麻畠 虹 あさはた こう おしのジュニアバドミントンクラブ 石川県 5

MS5 向井 維吹 むかい いぶき 新神田ジュニア 石川県 5

MS5 寺田 義将 てらだ よしまさ 新神田ジュニア 石川県 5

MS5 折池 祝千可 おりいけ のりちか 中央ジュニア 石川県 5

MS5 田中 亮多 たなか りょうた 中央ジュニア 石川県 5

MS5 中村 剛 なかむら ごお 中央ジュニア 石川県 5

MS6 長谷川 拓海 はせがわ たくみ 各務原ジュニア 岐阜県 6

MS6 川瀬 理生 かわせ りお 大垣東ＢＳＳ 岐阜県 6

MS6 平井 恵翔 ひらい けいと ラナーアップ 滋賀県 6

MS6 伊藤 陽樹 いとう はるき 豊栄ジュニア 新潟県 6

MS6 長谷川 秀真 はせがわ しゅうま 五泉バンビーノ 新潟県 6

MS6 小林 大晟 こばやし たいせい 柏崎ジュニア 新潟県 6

MS6 佐藤 和月 さとう なつき 白根エンゼルス 新潟県 6

MS6 矢崎 智也 やざき ともや TIJ長野 長野県 6

MS6 鈴木 修一朗 すずき しゅういちろう TIJ長野 長野県 6

MS6 藤原 疾風 ふじわら はやて ミンピーベーサー 長野県 6

MS6 米持 俊亮 よねもち しゅんすけ ミンピーベーサー 長野県 6

MS6 丸山 莉玖 まるやま りく ミンピーベーサー 長野県 6

MS6 井藤 祐一郎 いとう ゆういちろう 上市バドスクール 富山県 6

MS6 林 颯汰 はやし そうた 上市バドスクール 富山県 6

MS6 北野 功 きたの こう 上市バドスクール 富山県 6

MS6 橋本 新司 はしもと しんじ ＳＣ富山 富山県 6

MS6 盛田 卓弥 もりた たくや 井口ジュニア 富山県 6

MS6 徳田 功武 とくだ いさむ 井口ジュニア 富山県 6

MS6 木山 潤 きやま じゅん 横田ジュニア 富山県 6

MS6 藪内 飛翔 やぶうち あげは 横田ジュニア 富山県 6

MS6 酒田 公 さかた こう 富山南ジュニア 富山県 6



MS6 道上 颯心 みちかみ そうご 富山南ジュニア 富山県 6

MS6 竹内 幸生 たけうち こうせい 高岡ジュニア 富山県 6

MS6 水野 吏都 みずの りと 高岡ジュニア 富山県 6

MS6 濱岸 遥 はまぎし はる 富山和合 富山県 6

MS6 南 十良 みなみ そら 南条ジュニア 富山県 6

MS6 金岡 樹 かなおか たつき 新湊ジュニア 富山県 6

MS6 大橋 拓真 おおはし たくま 立山ジュニア 富山県 6

MS6 村井 遼太郎 むらい りょうたろう 立山ジュニア 富山県 6

MS6 有岡 駿 ありおか しゅん 立山ジュニア 富山県 6

MS6 大嶋 一輝 おおしま かずき 立山ジュニア 富山県 6

MS6 五十嵐 悠人 いがらし ゆうと 木田ジュニア 福井県 6

MS6 小野 有史郎 おの ゆうしろう 木田ジュニア 福井県 6

MS6 大西 胡太郎 おおにし こたろう えちぜんジュニア 福井県 6

MS6 大浦 林斗 おおうら りんと えちぜんジュニア 福井県 6

MS6 山田 英隼 やまだ えいしゅん えちぜんジュニア 福井県 6

MS6 杉本 拓海 すぎもと たくみ 敦賀ジュニア 福井県 6

MS6 田中 天祥 たなか てんしょう 勝山チャマッシュ 福井県 6

MS6 宮川 力也 みやがわ りきや 勝山チャマッシュ 福井県 6

MS6 鎌田 塁斗 かまた るいと 勝山チャマッシュ 福井県 6

MS6 川村 陽日 かわむら はるひ 勝山チャマッシュ 福井県 6

MS6 小川 龍広 おがわ たつひろ 森田ジュニア 福井県 6

MS6 中川 貴裕 なかがわ たかひろ 森田ジュニア 福井県 6

MS6 市橋 清哉 いちはし せいや 足羽ジュニア 福井県 6

MS6 岩本 佳久 いわもと よしひさ 足羽ジュニア 福井県 6

MS6 上野 颯太 うえの そうた 社南ジュニア 福井県 6

MS6 杉岡 忠昌 すぎおか ただまさ 社南ジュニア 福井県 6

MS6 佐々木 琉大 ささき りゅうた 社南ジュニア 福井県 6

MS6 森永 祥生 もりなが よしき 社南ジュニア 福井県 6

MS6 西畑 正宗 にしばた まさむね 春江ジュニア 福井県 6

MS6 北出 和心 きたで かずし 春江ジュニア 福井県 6

MS6 西川 優汰 にしかわ ゆうた Dream.Jr 福井県 6

MS6 小島 龍汰 こじま りゅうた OKジュニア 石川県 6

MS6 嶋 翔也 しま しょうや 小松ジュニア 石川県 6

MS6 亀田 太一 かめだ たいち 金沢ジュニア 石川県 6

MS6 中島 圭優 なかしま けいゆう 内灘ジュニア 石川県 6

MS6 前 結心 まえ ゆうしん 内灘ジュニア 石川県 6

MS6 加藤 徹哉 かとう てつや 美川湊ジュニア 石川県 6

MS6 沖谷 昂亮 おきたに こうすけ 美川湊ジュニア 石川県 6

MS6 桑原 佳太郎 くわはら けいたろう バドミントンクラブかしま 石川県 6

MS6 表  佑樹 おもて ゆうき バドミントンクラブかしま 石川県 6



MS6 池田 夢飛 いけだ ゆめと バドミントンクラブかしま 石川県 6

MS6 高尾 英志 たかお えいじ 高松ジュニア 石川県 6

MS6 兼田 航生 かねだ こうせい 高松ジュニア 石川県 6

MS6 川下 七聖 かわした ななせ 高松ジュニア 石川県 6

MS6 山本 澪 やまもと れい 高松ジュニア 石川県 6

MS6 五味川 柊 ごみかわ しゅう 大徳ジュニア 石川県 6

MS6 向 光騎 むかい みつき 津幡ジュニア 石川県 6

MS6 落合 輝旭 おちあい かきゅう 津幡ジュニア 石川県 6

MS6 加藤 唯人 かとう ゆいと 野々市ジュニア 石川県 6

MS6 内田 蓮 うちだ れん 野々市ジュニア 石川県 6

MS6 西野 蓮 にしの れん おしのジュニアバドミントンクラブ 石川県 6

MS6 廣田 篤哉 ひろた あつや おしのジュニアバドミントンクラブ 石川県 6

MS6 前田 颯斗 まえだ はやと 新神田ジュニア 石川県 6

MS6 山辺 楓雅 やまべ ふうが 新神田ジュニア 石川県 6

MS6 磯端 晴生 いそばた はるき 新神田ジュニア 石川県 6

MS6 尾﨑 由啓 おざき よしのぶ 金沢崎浦Wings 石川県 6


