
第13回金沢ジュニアオープバドミントン大会参加者名簿（2021/01/07確定版）

種目 氏名 ふりがな チーム名 都道府県名 学年

1MS 加藤 湊 かとう みなと 京都ジュニア 京都府 0

1MS 山岸 葵 やまぎし あおい 宮浦バドスクール 新潟県 1

1MS 浜田 湊 はまだ みなと 中島ジュニア 石川県 1

1MS 南森 稔 みなみもり じん 美川湊ジュニア 石川県 1

1MS 村上 大翔 むらかみ たいが 美川湊ジュニア 石川県 1

1MS 榎木 健人 えのき けんと TIJ石川 石川県 1

1MS 鈴木 雫 すずき しずく 野々市ジュニア 石川県 1

1MS 鈴木 瑛大 すずき えいた shinshin 石川県 1

1MS 江波 諒大 えなみ りょうた shinshin 石川県 0

1MS 石田 優蒼 いしだ ゆあ 内灘ジュニア 石川県 1

1MS 宮田 也稔 みやた なりみ 金沢ジュニア 石川県 0

1MS 西 康友 にし やすとも 金沢ジュニア 石川県 0

1MS 小坂 恒喜 こさか こうき 金沢ジュニア 石川県 0

1MS 宮川 翔太 みやかわ しょうた 中央ジュニア 石川県 1

1MS 伊﨑 聖 いざき しょう 中央ジュニア 石川県 1

1MS 石立 蒼穹 いしだて そら 金沢崎浦Wings 石川県 1

1MS 高橋 侑聖 たかはし ゆうせい 津幡ジュニア 石川県 1

1MS 奥 涼太 おく りょうた minatoJBSC 石川県 1

1MS 安藤 寿志 あんどう ひさし 松任ジュニア 石川県 1

1MS 松原 隼斗 まつばら はやと 新神田ジュニア 石川県 1

1MS 広田 敦稀 ひろた あつき 新神田ジュニア 石川県 0

1MS 新田 稔 にった みのる ＩＨＳジュニア 石川県 1

1MS 中井 律斗 なかい りつと ＩＨＳジュニア 石川県 1

1MS 松木 琉森 まつき るいしん 渋谷ジュニア 東京都 0

1MS 石田 季成 いしだ きなり 富山南ジュニア 富山県 0

1MS 吉田 悠真 よしだ はるま 高岡ジュニア 富山県 1

1MS 谷川 結音 たにかわ ゆうと 新湊カモンＳＣ 富山県 1

1MS 鈴木 健斗 すずき けんと 足羽ジュニア 福井県 1

1MS 小暮 徹信 こぐれ てつのぶ SJBC 兵庫県 1

1WS 長尾 柚希 ながお ゆずき 横須賀ジュニア 愛知県 0

1WS 長屋 汐 ながや しお 羽島クラブ 岐阜県 1

1WS 山本 琉葵 やまもと るあ 羽島クラブ 岐阜県 1

1WS 小島 みこ こじま みこ FANATIC 滋賀県 1

1WS 酒田 結叶 さかた ゆいか 国府ジュニア 石川県 1

1WS 澤村 眞緒 さわむら まお 野々市ジュニア 石川県 1

1WS 川崎 莉紗 かわさき りさ shinshin 石川県 0

1WS 矢野 桃香 やの ももか 金沢ジュニア 石川県 0

1WS 中田 恵玖 なかだ めぐ 金沢ジュニア 石川県 0

1WS 廣川 詩花 ひろかわ はな 金沢崎浦Wings 石川県 1

1WS 片糸 ひかり かたいと ひかり 金沢崎浦Wings 石川県 1

1WS 錦織 優那 にしごおり ゆうな 金沢崎浦Wings 石川県 1

1WS 府中 衣織 ふちゅう いおり 津幡ジュニア 石川県 1

1 / 15 ページ



第13回金沢ジュニアオープバドミントン大会参加者名簿（2021/01/07確定版）

1WS 児玉 ひまり こだま ひまり minatoJBSC 石川県 1

1WS 山崎 稟乃 やまざき りの 松任ジュニア 石川県 0

1WS 紅谷 梓 べにたに あずさ 新神田ジュニア 石川県 1

1WS 玉田 夢空 たまだ むく 新神田ジュニア 石川県 1

1WS 後藤 佳乃 ごとう よしの J.cats 石川県 1

1WS 渡辺 夢望 わたなべ ゆの 長野パルセイロ 長野県 1

1WS 佐藤 愛里奈 さとう えりな 南木曽ジュニア 長野県 1

1WS 藤城 百蘭 ふじしろ ももか 青梅ジュニアクラブ 東京都 1

1WS 酒井 優那 さかい ゆうな 堀川南ジュニア 富山県 1

1WS 木下 沙南 きのした さな 高岡ジュニア 富山県 1

1WS 谷 心維 たに ここな 富山和合 富山県 1

1WS 芝田 英吏 しばた えり 富山和合 富山県 1

1WS 豊田 芽生 とよた めい 富山飛翔Jr 富山県 1

1WS 山田 胡來 やまだ ここ 井口ジュニア 富山県 0

1WS 中川 知奈 なかがわ ともな 敦賀アドバンス 福井県 1

1WS 中村 心香 なかむら もとか Wing武生JBC 福井県 1

3MS 義盛 掌 よしもり しょう 羽島クラブ 岐阜県 3

3MS 杉本 翔 すぎもと しょう 垂井JSC 岐阜県 3

3MS 渡辺 龍侑 わたなべ りゅうき 垂井JSC 岐阜県 2

3MS 加藤 和 かとう やまと 京都ジュニア 京都府 3

3MS 小池 翔太 こいけ しょうた 阿賀野ジュニア 新潟県 2

3MS 片桐 礼 かたぎり れい 阿賀野ジュニア 新潟県 2

3MS 山田 和功 やまだ わく 中島ジュニア 石川県 2

3MS 木谷 陽太 きだに ひなた 美川湊ジュニア 石川県 3

3MS 本村 健悟 もとむら けんご TIJ石川 石川県 3

3MS 橘 遼 たちばな りょう TIJ石川 石川県 2

3MS 澤村 悠誠 さわむら ゆうせい 野々市ジュニア 石川県 3

3MS 村田 翔琉 むらた かける shinshin 石川県 3

3MS 石田 結弥 いしだ ゆいや 内灘ジュニア 石川県 2

3MS 山岸 恵輔 やまぎし けいすけ 金沢ジュニア 石川県 3

3MS 中 孝太 なか こうた 中央ジュニア 石川県 2

3MS 川島 岳琉 かわしま たける 金沢崎浦Wings 石川県 3

3MS 山﨑 伍央 やまざき ごお 津幡ジュニア 石川県 3

3MS 高畠 暁輝 たかばたけ あき 大浦ジュニア 石川県 2

3MS 高橋 陸斗 たかはし りくと 小松ジュニア 石川県 3

3MS 西田 煌彗 にしだ おうせい 松任ジュニア 石川県 2

3MS 三谷 琉輝 みたに りゅうき 松任ジュニア 石川県 2

3MS 安藤 春成 あんどう はるせ 松任ジュニア 石川県 2

3MS 塚本 龍仁 つかもと りゅうじん ＯＫジュニア 石川県 2

3MS 田中 颯 たなか はやて 七尾ジュニア 石川県 3

3MS 水上 平太 みずかみ へいた ＩＨＳジュニア 石川県 2

3MS 伊井 冬馬 いい とうま 市原ジュニア 千葉県 2

3MS 市野 礼 いちの らい 香里丘クラブ 大阪府 2
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3MS 野上 優 のがみ ゆたか 長野パルセイロ 長野県 2

3MS 横田 海功 よこた うく ミンピーベーサー 長野県 2

3MS 熊谷 音奏夢 くまがい りずむ 松川ジュニア 長野県 2

3MS 岡部 福史 おかべ ふくし 新湊ジュニア 富山県 2

3MS 小杉 洸人 こすぎ ひろと 富山南ジュニア 富山県 3

3MS 石田 大智 いしだ たいち 富山南ジュニア 富山県 3

3MS 沖田 美騎也 おきた みきや 滑川ジュニア 富山県 3

3MS 井村 蓮次 いむら れんじ 富山和合 富山県 3

3MS 山田 翔暉 やまだ とあ 井口ジュニア 富山県 3

3MS 柳田 宗佑 やなぎだ そうすけ 井口ジュニア 富山県 2

3MS 稲元 尊 いなもと たける 南条ジュニア 富山県 3

3MS 佐藤 愛宙 さとう まひろ Dream.Jr 福井県 3

3MS 髙木 蓮 たかぎ れん 森田ジュニア 福井県 2

3MS 髙木 瑞稀 たかぎ みずき 森田ジュニア 福井県 3

3MS 庄司 智久 しょうじ ともひさ Wing武生JBC 福井県 3

3MS 小暮 一輝 こぐれ かずき SJBC 兵庫県 2

3MS 杉原 一颯 すぎはら いっさ SUGIHARA 兵庫県 2

3WS 岡田 紗季 おかだ さき ヤマトタケル 茨城県 2

3WS 白木 紗佳 しらき すずか 羽島クラブ 岐阜県 3

3WS 高木 洵奈 たかぎ じゅんな 垂井JSC 岐阜県 3

3WS 平谷 柚希 ひらたに ゆずき パンプキン 京都府 2

3WS 園田 愛桜 そのだ あいら トリッキーパンダース 京都府 2

3WS 松田 和華 まつだ わか FANATIC 滋賀県 2

3WS 中村 紗菜 なかむら さな FANATIC 滋賀県 3

3WS 荒木 李佳 あらき ももか 阿賀野ジュニア 新潟県 3

3WS 西 穂華 にし ほのか オールエイジJr 石川県 2

3WS 西 双葉 にし ふたば おしのジュニア 石川県 3

3WS 浜田 環菜 はまだ かんな 中島ジュニア 石川県 3

3WS 阿部 美月 あべ みつき 美川湊ジュニア 石川県 3

3WS 福島 莉奈 ふくしま りな 美川湊ジュニア 石川県 3

3WS 尾田 菜乃遥 びた なのは 国府ジュニア 石川県 2

3WS 中川 紅彩 なかがわ くれあ 国府ジュニア 石川県 3

3WS 酒田 栞奈 さかた かんな 国府ジュニア 石川県 3

3WS 青山 小夏 あおやま こなつ TIJ石川 石川県 3

3WS 榎木 梨乃 えのき りの TIJ石川 石川県 3

3WS 岩田 美紗希 いわた みさき 野々市ジュニア 石川県 3

3WS 大久保 結希 おおくぼ ゆいの shinshin 石川県 2

3WS 渡邊 華子 わたなべ はなこ 金沢ジュニア 石川県 3

3WS 田中 咲羽 たなか さわ 金沢ジュニア 石川県 3

3WS 横山 結羽 よこやま ゆう 金沢ジュニア 石川県 3

3WS 村本 絃羽 むらもと いとは 中央ジュニア 石川県 2

3WS 田中 伶奈 たなか れいな 金沢崎浦Wings 石川県 2

3WS 野川 柚奈 のがわ ゆずな 大浦ジュニア 石川県 2
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3WS 北 羽純 きた はすみ 小松ジュニア 石川県 3

3WS 山崎 愛栞 やまざき まなか 松任ジュニア 石川県 2

3WS 森山 葉月 もりやま はづき ＯＫジュニア 石川県 3

3WS 木森 里 きもり さと 七尾ジュニア 石川県 3

3WS 山下 桜愛 やました さら 新神田ジュニア 石川県 3

3WS 坂野 亜萌 さかの あも 新神田ジュニア 石川県 3

3WS 竹森 仁美 たけもり ひとみ J.cats 石川県 3

3WS 酒井 塔子 さかい とうこ Progress Jr. 千葉県 3

3WS 田島 優 たじま ゆう 市原ジュニア 千葉県 3

3WS 小平 紗愛 こだいら さちか 長野パルセイロ 長野県 2

3WS 渡辺 幸 わたなべ ゆき 長野SPIRITS 長野県 3

3WS 矢萩 彩羽 やはぎ いろは アローズ 長野県 3

3WS 篠原 歩果 しのはら あゆか オール佐久スポ少 長野県 2

3WS 岡村 望叶 おかむら のの オール佐久スポ少 長野県 3

3WS 加藤 佑奈 かとう ゆな 新湊ジュニア 富山県 3

3WS 濱谷 桜月 はまたに さつき 新湊ジュニア 富山県 3

3WS 柴田 優来 しばた ゆら 堀川南ジュニア 富山県 3

3WS 石塚 理心 いしづか りこ 堀川南ジュニア 富山県 3

3WS 柴田 聖梛 しばた せな 堀川南ジュニア 富山県 2

3WS 舛田 舞羽 ますだ まう 高岡ジュニア 富山県 2

3WS 松田 夏芽 まつだ なつめ 高岡ジュニア 富山県 3

3WS 吉田 芽生 よしだ めい 高岡ジュニア 富山県 3

3WS 大橋 あい おおはし あい 立山ジュニア 富山県 3

3WS 大石 結菜 おおいし ゆいな 立山ジュニア 富山県 3

3WS 中松 彩葉 なかまつ いろは 立山ジュニア 富山県 3

3WS 谷 心絢 たに こはる 富山和合 富山県 3

3WS 畑 なつね はた なつね 富山和合 富山県 3

3WS 今市 梨華 いまいち りか 富山飛翔Jr 富山県 2

3WS 吉田 茉優 よしだ まひろ JBCふちゅう 富山県 3

3WS 東 若菜 あずま わかな JBCふちゅう 富山県 3

3WS 野崎 優月 のざき ゆづき 新湊カモンＳＣ 富山県 2

3WS 島 愛海 しま まなみ 南条ジュニア 富山県 2

3WS 細田 羽菜 ほそだ はな 森田ジュニア 福井県 3

3WS 牧野 永愛 まきの なな Wing武生JBC 福井県 3

3WS 中村 心美 なかむら ことみ Wing武生JBC 福井県 3

3WS 水尾 結理 みずお ゆうり Wing武生JBC 福井県 3

3WS 小林 珀亜 こばやし はくあ 松本ジュニア 福井県 2

3WS 田中 美羽 たなか みう 足羽ジュニア 福井県 2

3WS 山田 咲奈 やまだ さな 武生西バドミントン 福井県 3

3WS 古西 帆南 こにし はんな 勝原ジュニア 兵庫県 2

3WS 山田 結々 やまだ ゆゆ 勝原ジュニア 兵庫県 2

3WS 藤本 智結 ふじもと ちゆ SUGIHARA 兵庫県 3

4MS 篠田 悠斗 しのだ はると 羽島クラブ 岐阜県 4
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4MS 松井 透和 まつい とうわ 各務原ジュニア 岐阜県 4

4MS 田村 拓也 たむら たくや 京都ジュニア 京都府 4

4MS 内山 渉夢 うちやま あゆむ 笹川ジュニア 三重県 4

4MS 松本 悠 まつもと はる 小俣 三重県 4

4MS 天白 海槙 てんぱく かいしん 小俣 三重県 4

4MS 中塚 大翔 なかつか ひろと Pana-J 滋賀県 4

4MS 伊藤 大祐 いとう だいすけ FANATIC 滋賀県 4

4MS 杉山 柊 すぎやま しゅう FANATIC 滋賀県 4

4MS 笠松 照栄 かさまつ しょうえい つばさＪＢＣ 新潟県 4

4MS 高桑 圭佑 たかくわ けいすけ つばめインパクト 新潟県 4

4MS 塚本 陸 つかもと りく おしのジュニア 石川県 4

4MS 松田 絆空 まつだ きずく 中島ジュニア 石川県 4

4MS 小中 玖隆 こなか くりゅう 中島ジュニア 石川県 4

4MS 水島 颯柊 みずしま かける 美川湊ジュニア 石川県 4

4MS 中村 幸貴 なかむら ゆきたか 美川湊ジュニア 石川県 4

4MS 河波 光希 かわなみ みつき 国府ジュニア 石川県 4

4MS 竹中 獅 たけなか れおん 国府ジュニア 石川県 4

4MS 吉村 亮人 よしむら りょうと TIJ石川 石川県 4

4MS 卯尾 倖大 うお こうだい 野々市ジュニア 石川県 4

4MS 北野 陽彩 きたの ひいろ shinshin 石川県 4

4MS 四柳 佑真 よつやなぎ ゆうま shinshin 石川県 4

4MS 村田 由都 むらた ゆと shinshin 石川県 4

4MS 平野 凌 ひらの りょう 津幡ジュニア 石川県 4

4MS 神崎 李空 かんざき りく 津幡ジュニア 石川県 4

4MS 今西 海神 いまにし わたつみ minatoJBSC 石川県 4

4MS 中島 春 なかしま はる 小松ジュニア 石川県 4

4MS 角 瑛真 かど えいしん 小松ジュニア 石川県 4

4MS 西村 采人 にしむら あやと 松任ジュニア 石川県 4

4MS 村田 颯志 むらた そうし 松任ジュニア 石川県 4

4MS 川端 航平 かわばた こうへい 松任ジュニア 石川県 4

4MS 前田 蒼空 まえだ そら 新神田ジュニア 石川県 4

4MS 中村 柊介 なかむら しゅうすけ 新神田ジュニア 石川県 4

4MS 柿木 健利 かきのき たけとし J.cats 石川県 4

4MS 市野 慶 いちの けい 香里丘クラブ 大阪府 4

4MS 青木 一馬 あおき かずま 南木曽ジュニア 長野県 4

4MS 堀 友稀 ほり ともき 南木曽ジュニア 長野県 4

4MS 小池 芳季 こいけ よしき 新湊ジュニア 富山県 4

4MS 安田 翔 やすだ しょう 富山和合 富山県 4

4MS 須川 凌匠 すがわ りょうた 富山和合 富山県 4

4MS 道用 圭 どうよう けい 富山飛翔Jr 富山県 4

4MS 槇谷 一晟 まきたに いっせい 新湊カモンＳＣ 富山県 4

4MS 長谷川 蓮 はせがわ れん 新湊カモンＳＣ 富山県 4

4MS 徳田 元輝 とくだ もとき 井口ジュニア 富山県 4
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4MS 筏井 孔晟 いかだい こうせい 古城ジュニア 富山県 4

4MS 山田 翔也 やまだ しょうや 西条バドミントン 富山県 4

4MS 小林 久遠 こばやし くおん Dream.Jr 福井県 4

4MS 高橋 宗佑 たかはし そうすけ 社南ジュニア 福井県 4

4MS 加藤 悠太郎 かとう ゆうたろう 足羽ジュニア 福井県 4

4MS 河野 真弥 こうの まさや 勝原ジュニア 兵庫県 4

4WS 岡田 実穏 おかだ みお ヤマトタケル 茨城県 4

4WS 久保 優佳 くぼ ゆうか 長森・日野SC 岐阜県 3

4WS 長屋 葵乃 ながや きの 羽島クラブ 岐阜県 4

4WS 深田 真奈 ふかだ まな びとう会 岐阜県 4

4WS 清水 このは しみず このは 岐南ジュニア 岐阜県 4

4WS 白川 倖 しらかわ さわ 岐南ジュニア 岐阜県 4

4WS 秋田 愛命 あきた めい 川島ジュニア 岐阜県 4

4WS 平谷 夏希 ひらたに なつき パンプキン 京都府 4

4WS 水瀬 心美 みずせ ここみ パンプキン 京都府 4

4WS 村井 日菜 むらい にな パンプキン 京都府 4

4WS 相原 乙芭 あいはら おとは 笹川ジュニア 三重県 4

4WS 奥山 茉那 おくやま まな 笹川ジュニア 三重県 4

4WS 小島 あい こじま あい FANATIC 滋賀県 4

4WS 稲葉 愛莉 いなば あいり つばさＪＢＣ 新潟県 4

4WS 瀬戸 紗星 せと さら 宮浦バドスクール 新潟県 4

4WS 佐藤 陽菜 さとう ひな つばめインパクト 新潟県 4

4WS 西 奏音 にし かのん オールエイジJr 石川県 4

4WS 山下 紗来 やました さら オールエイジJr 石川県 4

4WS 長山 颯姫 ながやま さつき おしのジュニア 石川県 4

4WS 盛田 彩心 もりた あこ 中島ジュニア 石川県 4

4WS 中村 梨央 なかむら りお 中島ジュニア 石川県 4

4WS 山田 虹來 やまだ にこ 中島ジュニア 石川県 4

4WS 榮代 絢子 えいよ あやこ 美川湊ジュニア 石川県 4

4WS 赤井 柚月 あかい ゆづき 美川湊ジュニア 石川県 4

4WS 大岸 令奈 おおぎし れな 美川湊ジュニア 石川県 4

4WS 山口 柚歩 やまぐち ゆずほ 国府ジュニア 石川県 4

4WS 尾田 心遥 びた ここは 国府ジュニア 石川県 4

4WS 室 香里 むろ かおり 国府ジュニア 石川県 4

4WS 和田 優衣 わだ ゆい TIJ石川 石川県 4

4WS 西村 心春 にしむら こはる 野々市ジュニア 石川県 4

4WS 冨田 英 とみた はな shinshin 石川県 4

4WS 沢田 愛 さわだ まな 中央ジュニア 石川県 4

4WS 谷内口 貴帆 やちぐち きほ 金沢崎浦Wings 石川県 4

4WS 亀山 心和 かめやま こと 金沢崎浦Wings 石川県 4

4WS 今川 紗那 いまかわ さな 金沢崎浦Wings 石川県 4

4WS 高倉 夢羽 たかくら ゆめは 津幡ジュニア 石川県 4

4WS 村井 志帆 むらい しほ 大浦ジュニア 石川県 4
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4WS 崎田 絢那 さきだ じゅな minatoJBSC 石川県 4

4WS 浅井 奏乃 あさい その 小松ジュニア 石川県 4

4WS 紅谷 翼 べにたに つばさ 新神田ジュニア 石川県 4

4WS 細木原 茉奈 ほそきばら まな Progress Jr. 千葉県 4

4WS 野上 美都 のがみ みと 長野パルセイロ 長野県 4

4WS 小畑 絢女 おばた あやめ 長野SPIRITS 長野県 4

4WS 中澤 優月 なかざわ ゆづき 長野SPIRITS 長野県 4

4WS 松田 凛 まつだ りん 松川ジュニア 長野県 4

4WS 熊谷 光愛 くまがい みつあ 松川ジュニア 長野県 4

4WS 佐藤 姫奈 さとう ひな 南木曽ジュニア 長野県 4

4WS 篠原 美結 しのはら みゆ オール佐久スポ少 長野県 4

4WS 石川 るるう いしかわ るるう たなしMAX Jr. 東京都 4

4WS 伊尾 陽葵 いお ひまり 新湊ジュニア 富山県 4

4WS 浅野 楓歩 あさの かほ 堀川南ジュニア 富山県 4

4WS 廣田 優珠 ひろた ゆず 堀川南ジュニア 富山県 4

4WS 石塚 華歩 いしづか かほ 堀川南ジュニア 富山県 4

4WS 永森 百々花 ながもり ももか 富山南ジュニア 富山県 4

4WS 西尾 実音 にしお みね 滑川ジュニア 富山県 4

4WS 餅田 萌々花 もちだ ももか 滑川ジュニア 富山県 4

4WS 今井 華穂 いまい かほ 高岡ジュニア 富山県 4

4WS 芝田 沙來 しばた さら 富山和合 富山県 4

4WS 鈴木 羽美 すずき うみ 富山飛翔Jr 富山県 4

4WS 横山 優月 よこやま ゆづき 庄南スポーツ少年団 富山県 4

4WS 高岡 希空 たかおか のあ 庄南スポーツ少年団 富山県 4

4WS 今泉 静月 いまいずみ しづき 庄南スポーツ少年団 富山県 4

4WS 長田 諒 ながた りょう 井口ジュニア 富山県 4

4WS 秋山 優芽 あきやま ゆめ 三国ジュニア 福井県 4

4WS 石田 希羽 いしだ ののは 社南ジュニア 福井県 4

4WS 岩永 夏里那 いわなが かりな 社南ジュニア 福井県 4

4WS 源 杏菜 みなもと あんな スターキッズ磯部 福井県 4

4WS 林 陽々 はやし びび Wing武生JBC 福井県 3

4WS 長谷川 陽里 はせがわ あかり Wing武生JBC 福井県 4

4WS 水元 徠華 みずもと らいか 足羽ジュニア 福井県 4

4WS 西口 依織 にしぐち いおり 足羽ジュニア 福井県 4

4WS 稲葉 菜奈 いなば なな 武生西バドミントン 福井県 4

4WS 西出 妃愛乃 にしで ひなの 武生西バドミントン 福井県 4

4WS 岩堀 帆夏 いわほり ほのか 武生西バドミントン 福井県 4

4WS 増田 夏 ますだ なつ SJBC 兵庫県 4

4WS 井 優愛 い ゆうあ SJBC 兵庫県 4

4WS 林 奈未 はやし なみ SJBC 兵庫県 4

4WS 笹倉 心結 ささくら みゆ SUGIHARA 兵庫県 4

5MS 齋藤 汰月 さいとう たつき 垂井JSC 岐阜県 5

5MS 後藤 悠真 ごとう ひさね びとう会 岐阜県 5
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5MS 山下 將太朗 やました しょうたろう 京都ジュニア 京都府 5

5MS 山下 太雅 やました たいが 京都ジュニア 京都府 5

5MS 大畑 義人 おおはた ゆすと 笹川ジュニア 三重県 5

5MS 坂口 慶 さかぐち けい 小俣 三重県 5

5MS 森野 亜楠 もりの あなん Pana-J 滋賀県 5

5MS 伊藤 大馳 いとう だいち FANATIC 滋賀県 5

5MS 遠海 佑樹 とうみ ゆうき つばめインパクト 新潟県 5

5MS 石原 凌駕 いしはら りょうが つばめインパクト 新潟県 5

5MS 西野 隼 にしの しゅん おしのジュニア 石川県 5

5MS 桜井 健琉 さくらい たける 中島ジュニア 石川県 5

5MS 木谷 翔太 きだに しょうた 美川湊ジュニア 石川県 5

5MS 舟渡 啓斗 ふなわたし けいと 美川湊ジュニア 石川県 5

5MS 鈴木 翔 すずき かける 野々市ジュニア 石川県 5

5MS 石田 悠陽 いしだ ゆうひ 内灘ジュニア 石川県 5

5MS 鈴木 翔 すずき しょう 中央ジュニア 石川県 5

5MS 松平 青空 まつだいら そら 中央ジュニア 石川県 5

5MS 尾村 絢人 おむら あやと 津幡ジュニア 石川県 5

5MS 大橋 悠人 おおはし ゆうと 津幡ジュニア 石川県 5

5MS 高本 塁斗 たかもと るいと 津幡ジュニア 石川県 5

5MS 浅森 裕介 あさもり ゆうすけ 大浦ジュニア 石川県 5

5MS 奥 裕太 おく ゆうた minatoJBSC 石川県 5

5MS 成清 友貴 なりきよ ゆうき 小松ジュニア 石川県 5

5MS 岡本 璃空 おかもと りく 小松ジュニア 石川県 5

5MS 松原 史穏 まつばら しおん 松任ジュニア 石川県 5

5MS 寺瀬 大翔 てらせ ひろと 松任ジュニア 石川県 5

5MS 宮川 仁太 みやかわ じんた 松任ジュニア 石川県 5

5MS 伊藤 千尋 いとう ちひろ ＯＫジュニア 石川県 5

5MS 品川 慶太 しながわ けいた 七尾ジュニア 石川県 5

5MS 児玉 洸陽 こだま こうよう 新神田ジュニア 石川県 5

5MS 橋場 悠人 はしば ゆうと J.cats 石川県 5

5MS 横田 絆 よこた きずな Progress Jr. 千葉県 5

5MS 田島 亮太 たじま りょうた 市原ジュニア 千葉県 5

5MS 田中 皇成 たなか こうせい ミンピーベーサー 長野県 5

5MS 下島 煌大 しもじま こうた 南木曽ジュニア 長野県 5

5MS 矢萩 蒼羽 やはぎ そうわ アローズ 長野県 5

5MS 塚田 海生 つかだ かい 渋谷ジュニア 東京都 5

5MS 岩城 樹生 いわき たつき 新湊ジュニア 富山県 5

5MS 柴田 有士 しばた あると 富山南ジュニア 富山県 5

5MS 荒木 悠大 あらき ゆうだい 滑川ジュニア 富山県 5

5MS 木下 修太郎 きのした しゅうたろう 高岡ジュニア 富山県 5

5MS 神代 晃輔 じんだい こうすけ 高岡ジュニア 富山県 5

5MS 村井 順成 むらい じゅんせい 立山ジュニア 富山県 5

5MS 永井 海翔 ながい かいと 富山飛翔Jr 富山県 5
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5MS 豊田 一平 とよた いっぺい 富山飛翔Jr 富山県 5

5MS 高尾 壮介 たかお そうすけ JBCふちゅう 富山県 5

5MS 長谷川 輝 はせがわ ひかる JBCふちゅう 富山県 5

5MS 三石 草太 みついし そうた 新湊カモンＳＣ 富山県 5

5MS 二川 悠玖 ふたかわ ゆうく 新湊カモンＳＣ 富山県 5

5MS 髙橋 俊伍 たかはし しゅんご 新湊カモンＳＣ 富山県 5

5MS 二谷 陸斗 ふたつや りくと 古城ジュニア 富山県 5

5MS 山田 秀虎 やまだ ひでとら 南条ジュニア 富山県 5

5MS 谷山 優 たにやま ゆう えちぜんジュニア 福井県 5

5MS 寺尾 大輝 てらお だいき えちぜんジュニア 福井県 5

5MS 村上 旺大 むらかみ おうた Dream.Jr 福井県 5

5MS 西川 直希 にしかわ なおき Dream.Jr 福井県 5

5MS 前田 陽多 まえだ ようた 大野ジュニア 福井県 5

5MS 高橋 和貴 たかはし かずき 大野ジュニア 福井県 5

5MS 小川 雄斗 おがわ ゆうと 森田ジュニア 福井県 5

5MS 横山 蒼人 よこやま そうと 森田ジュニア 福井県 5

5MS 乾 彰太 いぬい しょうた 勝山チャマッシュ 福井県 5

5MS 和田 聡介 わだ そうすけ 勝山チャマッシュ 福井県 5

5MS 木内 奏佑 きうち そうすけ 足羽ジュニア 福井県 5

5MS 北川 真 きたがわ まこと 足羽ジュニア 福井県 5

5MS 角野 天清 かどの てんせい 足羽ジュニア 福井県 5

5MS 岡﨑 恒次朗 おかざき こうじろう ポテトチップス 兵庫県 5

5MS 神吉 瑛斗 かんき えいと ポテトチップス 兵庫県 5

5WS 田中 依舞 たなか えむ T-Jump Jr. 愛知県 5

5WS 古館 美空 ふるたち みそら 横須賀ジュニア 愛知県 5

5WS 森下 彩花 もりした あやか 羽島クラブ 岐阜県 5

5WS 淺野 璃瑠 あさの りる びとう会 岐阜県 5

5WS 秋田 麻央 あきた まお 川島ジュニア 岐阜県 5

5WS 井上 ももこ いのうえ ももこ 京都ジュニア 京都府 5

5WS 武内 陽愛 たけうち ひいな 京都ジュニア 京都府 5

5WS 岩田 彩加 いわた あやか トリッキーパンダース 京都府 5

5WS 松田 知奈 まつだ ちな FANATIC 滋賀県 5

5WS 瀬戸 希昊 せと そら 宮浦バドスクール 新潟県 5

5WS 西 葉月 にし はづき おしのジュニア 石川県 5

5WS 山本 彩夏 やまもと あやか 中島ジュニア 石川県 5

5WS 宮下 亜月 みやした あづき 中島ジュニア 石川県 5

5WS 村上 結花 むらかみ ゆいか 美川湊ジュニア 石川県 5

5WS 今井 彩衣里 いまい あいり 美川湊ジュニア 石川県 5

5WS 横川 莉音 よこがわ りおん 国府ジュニア 石川県 5

5WS 辻 結菜 つじ ゆな 国府ジュニア 石川県 5

5WS 廣瀬 香春 ひろせ こはる TIJ石川 石川県 5

5WS 辻 美優 つじ みひろ TIJ石川 石川県 5

5WS 大本 柚香 おおもと ゆずか 野々市ジュニア 石川県 5
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5WS 橋本 心美 はしもと ここみ 野々市ジュニア 石川県 5

5WS 竹内 悠里 たけうち ゆり shinshin 石川県 5

5WS 西村 愛生 にしむら めい shinshin 石川県 5

5WS 川崎 美紗 かわさき みさ shinshin 石川県 5

5WS 廣瀬 綾夏 ひろせ あやか 金沢ジュニア 石川県 5

5WS 吉嶋 あい よしじま あい 金沢ジュニア 石川県 5

5WS 中田 怜那 なかだ れいな 金沢ジュニア 石川県 5

5WS 酒尾 莉音 さかお りおん 中央ジュニア 石川県 5

5WS 木村 愛実 きむら あいみ 金沢崎浦Wings 石川県 5

5WS 譽田 美空 こんだ みく 金沢崎浦Wings 石川県 5

5WS 藤川 紗奈 ふじかわ さな 金沢崎浦Wings 石川県 5

5WS 橋本 佳奈 はしもと かな 津幡ジュニア 石川県 5

5WS 西村 優杏 にしむら ゆあ 津幡ジュニア 石川県 5

5WS 時岡 蒼依 ときおか あおい 大浦ジュニア 石川県 5

5WS 荒屋 知咲登 あらや ちさと minatoJBSC 石川県 5

5WS 二野 瑠愛 ふたの るあ minatoJBSC 石川県 5

5WS 世戸 咲愛 せと さくら minatoJBSC 石川県 5

5WS 三谷 星来 みたに せいら 松任ジュニア 石川県 5

5WS 板橋 真佑 いたばし まゆ 松任ジュニア 石川県 5

5WS 西田 希愛 にしだ のあ 松任ジュニア 石川県 5

5WS 八田 侑里香 はった ゆりか ＯＫジュニア 石川県 5

5WS 早川 璃音 はやかわ りおん ＯＫジュニア 石川県 5

5WS 後藤 優乃 ごとう ゆの J.cats 石川県 5

5WS 鷹栖 胡桃 たかのす くるみ J.cats 石川県 5

5WS 島崎 莉杏那 しまさき りあな J.cats 石川県 5

5WS 酒井 藍子 さかい あいこ Progress Jr. 千葉県 5

5WS 伊井 心春 いい こはる 市原ジュニア 千葉県 5

5WS 山崎 琳子 やまざき りこ 長野パルセイロ 長野県 5

5WS 手塚 結萌乃 てづか ゆめの 長野パルセイロ 長野県 5

5WS 佐藤 祐歩 さとう ゆうほ 新湊ジュニア 富山県 5

5WS 横山 奈美 よこやま なみ 堀川南ジュニア 富山県 5

5WS 柴田 怜依 しばた れい 堀川南ジュニア 富山県 5

5WS 道上 日葵 みちかみ ひなた 富山南ジュニア 富山県 5

5WS 坂井 音水 さかい おとみ 富山南ジュニア 富山県 5

5WS 米田 友香 よねだ ゆうか 富山南ジュニア 富山県 5

5WS 萩中 陽愛 はぎなか ひな 滑川ジュニア 富山県 5

5WS 早川 莉央 はやかわ りお 滑川ジュニア 富山県 5

5WS 青井 咲樹 あおい さき 高岡ジュニア 富山県 5

5WS 筒井 藍来 つつい あいる 豊田スポーツ少年団 富山県 5

5WS 中川 栞奈 なかがわ かんな 豊田スポーツ少年団 富山県 5

5WS 谷 心結 たに みゆう 富山和合 富山県 5

5WS 井村 莉音 いむら りおん 富山和合 富山県 5

5WS 小林 凛咲 こばやし りさ JBCふちゅう 富山県 5
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5WS 保田 優奈 やすだ ゆな JBCふちゅう 富山県 5

5WS 津田 結花 つだ ゆいか 古城ジュニア 富山県 5

5WS 越 友愛 こし ゆあ 湖南クラブ 富山県 5

5WS 堀内 麻那 ほりうち まな 湖南クラブ 富山県 5

5WS 稲元 花寧 いなもと はなね 南条ジュニア 富山県 5

5WS 帰山 柚子 かえりやま ゆうこ 万葉ドリーム 福井県 5

5WS 小松 桃子 こまつ ももこ 万葉ドリーム 福井県 5

5WS 上野 日菜咲 うえの ひなき 社南ジュニア 福井県 5

5WS 麻畑 楓良 あさばた かえら スターキッズ磯部 福井県 5

5WS 大南 夏々 おおみなみ なな 勝山チャマッシュ 福井県 5

5WS 大嶋 彩知那 おおしま いちな 足羽ジュニア 福井県 5

5WS 髙地 凜愛 たかち りのん 足羽ジュニア 福井県 5

5WS 山川 琴子 やまかわ ことこ 武生西バドミントン 福井県 5

6MS 義盛 蒼空 よしもり そら 羽島クラブ 岐阜県 6

6MS 石原 颯馬 いしはら そうま 垂井JSC 岐阜県 6

6MS 嵯峨 遼亜 さが りょうあ 京都ジュニア 京都府 6

6MS 村井 陽翔 むらい はると パンプキン 京都府 6

6MS 服部 有悟 はっとり ゆうご 出羽タン 埼玉県 6

6MS 光部 颯 こうべ はやて 出羽タン 埼玉県 6

6MS 杉山 楓 すぎやま かえで FANATIC 滋賀県 6

6MS 山岸 賢世 やまぎし けんせい 宮浦バドスクール 新潟県 6

6MS 浜田 陽向 はまだ ひなた 中島ジュニア 石川県 6

6MS 田辺 諒大 たなべ りょうた 中島ジュニア 石川県 6

6MS 河内 撞羽 こうち とうわ 中島ジュニア 石川県 6

6MS 西山 尚吾 にしやま しょうご TIJ石川 石川県 6

6MS 四柳 翔太郎 よつやなぎ しょうたろう shinshin 石川県 6

6MS 諸江 大空 もろえ そら shinshin 石川県 6

6MS 元屋 十響 もとや じゅうと 内灘ジュニア 石川県 6

6MS 星野 稜太 ほしの りょうた 金沢ジュニア 石川県 6

6MS 神田 勝栄 かんだ まさはる 中央ジュニア 石川県 6

6MS 中村 光希 なかむら こうき 中央ジュニア 石川県 6

6MS 宮下 翔伍 みやした しょうご 金沢崎浦Wings 石川県 6

6MS 塩谷 頼実 しおたに よりざね 金沢崎浦Wings 石川県 6

6MS 脇坂 翔 わきさか しょう 金沢崎浦Wings 石川県 6

6MS 水上 雄斗 みずかみ ゆうと 津幡ジュニア 石川県 6

6MS 磯賀 彪 いそが ひゆう 津幡ジュニア 石川県 6

6MS 坂本 勇希 さかもと ゆうき 津幡ジュニア 石川県 6

6MS 守田 崇悟 もりた しゅうご ＯＫジュニア 石川県 6

6MS 前田 颯真 まえだ はやま ＯＫジュニア 石川県 6

6MS 森山 蒼梧 もりやま そうご ＯＫジュニア 石川県 6

6MS 此内 稔喜 かくち としき 七尾ジュニア 石川県 6

6MS 児玉 太一陽 こだま たいよう 新神田ジュニア 石川県 6

6MS 粟野 弘斗 あわの ひろと J.cats 石川県 6
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6MS 眞砂 佑澄 まなご ゆいと STAR KING 大阪府 6

6MS 藤本 心櫂 ふじもと しんかい STAR KING 大阪府 6

6MS 湯澤 眞太 ゆざわ しんた ミンピーベーサー 長野県 6

6MS 坂口 功 さかぐち こう 渋谷ジュニア 東京都 5

6MS 渡邉 響己 わたなべ ひびき 渋谷ジュニア 東京都 6

6MS 藤城 武之輔 ふじしろ たけのすけ 青梅ジュニアクラブ 東京都 6

6MS 澤端 蓮 さわはた れん 富山南ジュニア 富山県 6

6MS 森山 羽空 もりやま はく 滑川ジュニア 富山県 6

6MS 三井 健生 みつい けんせい 滑川ジュニア 富山県 6

6MS 三井 洸生 みつい こうせい 滑川ジュニア 富山県 6

6MS 奥 真優 おく まひろ 高岡ジュニア 富山県 5

6MS 舛田 遼羽 ますだ りょう 高岡ジュニア 富山県 5

6MS 北村 光 きたむら ひかり 高岡ジュニア 富山県 6

6MS 大石 遥斗 おおいし はると 立山ジュニア 富山県 6

6MS 澤野 友哉 さわの ともや 富山飛翔Jr 富山県 6

6MS 水野 太陽 みずの たいよう JBCふちゅう 富山県 6

6MS 四枚田 哲平 しまいだ てっぺい 新湊カモンＳＣ 富山県 6

6MS 金道 和哉 かねみち かずや 井口ジュニア 富山県 6

6MS 長田 勝幸 ながた かつゆき 井口ジュニア 富山県 6

6MS 柳田 赳澄 やなぎだ たけきよ 井口ジュニア 富山県 6

6MS 浦田 悠生 うらた ゆうせい 南条ジュニア 富山県 6

6MS 浦田 康生 うらた こうせい 南条ジュニア 富山県 6

6MS 牧野 凌久 まきの りく Dream.Jr 福井県 6

6MS 渡邉 里月 わたなべ りつき 大野ジュニア 福井県 6

6MS 清水 優希 しみず ゆうき 大野ジュニア 福井県 6

6MS 岩元 哉汰 いわもと かなた 社南ジュニア 福井県 6

6MS 五十嵐 瑛翔 いがらし えいと 社南ジュニア 福井県 6

6MS 細田 蓮人 ほそだ れんと 森田ジュニア 福井県 6

6MS 羽野 友喜 はの ともき 森田ジュニア 福井県 6

6MS 藤崎 吏睦 ふじさき りむ 勝山チャマッシュ 福井県 6

6MS 田中 優丞 たなか ゆうすけ 勝山チャマッシュ 福井県 6

6MS 田中 陽丞 たなか ようすけ 勝山チャマッシュ 福井県 6

6MS 増田 遥 ますだ はる SJBC 兵庫県 6

6MS 黒川 主税 くろかわ ちから SUGIHARA 兵庫県 6

6WS 田村 優衣 たむら ゆい たんぽぽＢＣ 愛知県 6

6WS 鷹羽 亜実 たかば あみ 横須賀ジュニア 愛知県 6

6WS 中島 綺星 なかしま きらら 垂井JSC 岐阜県 6

6WS 深田 奈南 ふかだ なな びとう会 岐阜県 6

6WS 廣瀬 美音 ひろせ みお びとう会 岐阜県 6

6WS 木全 希羽 きまた ののは 岐南ジュニア 岐阜県 6

6WS 竹島 みさと たけしま みさと 岐南ジュニア 岐阜県 6

6WS 武仲 沙緒莉 たけなか さおり 岐南ジュニア 岐阜県 6

6WS 杉野 詩音利 すぎの しおり 京都ジュニア 京都府 6
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6WS 山名 亜弥 やまな あや 京都ジュニア 京都府 6

6WS 園田 愛絆 そのだ りあな トリッキーパンダース 京都府 6

6WS 倉光 胡那 くらみつ こな トリッキーパンダース 京都府 6

6WS 梅山 侑奈 うめやま ゆきな 出羽タン 埼玉県 6

6WS 相原 菜芭 あいはら なのは 笹川ジュニア 三重県 6

6WS 山下 羽奈 やました はな 小俣 三重県 6

6WS 奥村 紗羽 おくむら さわ 小俣 三重県 6

6WS 藤井 栞 ふじい しおり 小俣 三重県 6

6WS 臼井 かのん うすい かのん FANATIC 滋賀県 6

6WS 中村 紗良 なかむら さら FANATIC 滋賀県 6

6WS 渡邊 暖花 わたなべ ほのか 阿賀野ジュニア 新潟県 6

6WS 荒木 美琴 あらき みこと 阿賀野ジュニア 新潟県 6

6WS 今井 陽毬 いまい ひまり 新潟ジュニア 新潟県 6

6WS 勘傳 歩美 かんでん あゆみ オールエイジJr 石川県 6

6WS 安田 希緒 やすだ ねお おしのジュニア 石川県 6

6WS 竹田 楓音 たけだ かのん おしのジュニア 石川県 6

6WS 金田 恋桜 かねだ れお おしのジュニア 石川県 6

6WS 笹弥 夏帆 ささや かほ 中島ジュニア 石川県 6

6WS 吉川 彩羽 よしかわ いろは 美川湊ジュニア 石川県 6

6WS 南森 杏 みなみもり あん 美川湊ジュニア 石川県 6

6WS 岩下 美凪 いわした みな 美川湊ジュニア 石川県 6

6WS 竹田 咲璃 たけだ さり 国府ジュニア 石川県 6

6WS 本村 陽奈 もとむら ひな TIJ石川 石川県 6

6WS 吉嶋 芽花 よしじま めいか TIJ石川 石川県 6

6WS 谷内 美羽菜 やち みはな TIJ石川 石川県 6

6WS 浦上 蒼彩 うらかみ あおい 野々市ジュニア 石川県 6

6WS 卯尾 日菜子 うお ひなこ 野々市ジュニア 石川県 6

6WS 小川 愛海 おがわ あみ shinshin 石川県 6

6WS 長谷 玲綾 ながや れあ 内灘ジュニア 石川県 6

6WS 宮本 真奈 みやもと まな 金沢ジュニア 石川県 6

6WS 渡邊 桃子 わたなべ ももこ 金沢ジュニア 石川県 6

6WS 中川 笑佳 なかがわ えみか 金沢ジュニア 石川県 6

6WS 沢田 知華 さわだ ちはな 中央ジュニア 石川県 6

6WS 田中 優花 たなか ゆうか 金沢崎浦Wings 石川県 6

6WS 林 歩美 はやし あゆみ 金沢崎浦Wings 石川県 6

6WS 小酒 莉緒奈 こさか りおな 金沢崎浦Wings 石川県 6

6WS 田口 紗花 たぐち さやか 大浦ジュニア 石川県 6

6WS 矢澤 みなみ やざわ みなみ 大浦ジュニア 石川県 6

6WS 北口 柚奈 きたぐち ゆうな 大浦ジュニア 石川県 6

6WS 崎田 莉那 さきだ りな minatoJBSC 石川県 6

6WS 濵﨑 夏妃 はまざき なつき minatoJBSC 石川県 6

6WS 鳥居 麗奈 とりい れな minatoJBSC 石川県 6

6WS 北 蓮菜 きた れんな 小松ジュニア 石川県 6
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6WS 蔵田 妃咲 くらた ひさき 小松ジュニア 石川県 6

6WS 安島 結衣菜 やすしま ゆいな ＯＫジュニア 石川県 6

6WS 小林 花音 こばやし かのん 七尾ジュニア 石川県 6

6WS 木森 花 きもり はな 七尾ジュニア 石川県 6

6WS 前田 祐華 まえだ ゆうか 新神田ジュニア 石川県 6

6WS 紅谷 渚 べにたに なぎさ 新神田ジュニア 石川県 6

6WS 渡 優羽 わたり ゆう 新神田ジュニア 石川県 6

6WS 山辺 彩由里 やまべ さゆり Progress Jr. 千葉県 6

6WS 佐藤 羽琉 さとう はる 市原ジュニア 千葉県 6

6WS 手塚 陽菜乃 てづか ひなの 長野パルセイロ 長野県 6

6WS 丸山 日花里 まるやま ひかり ミンピーベーサー 長野県 6

6WS 東 里桜 あずま りお 渋谷ジュニア 東京都 6

6WS 田中 四葉 たなか よつば 渋谷ジュニア 東京都 6

6WS 松木 愛鈴 まつき ありん 渋谷ジュニア 東京都 6

6WS 加藤 里奈 かとう りな 新湊ジュニア 富山県 6

6WS 岡部 桜子 おかべ さくらこ 新湊ジュニア 富山県 6

6WS 土居 穂乃果 どい ほのか 新湊ジュニア 富山県 6

6WS 廣田 雅 ひろた みやび 堀川南ジュニア 富山県 6

6WS 酒田 凜 さかた りん 富山南ジュニア 富山県 6

6WS 市村 暁来 いちむら あき 富山南ジュニア 富山県 6

6WS 渋谷 爽凪 しぶたに そな 滑川ジュニア 富山県 6

6WS 安村 紗来 やすむら さら 高岡ジュニア 富山県 5

6WS 本江 蒼 ほんごう あお 高岡ジュニア 富山県 6

6WS 木下 梨 きのした りん 立山ジュニア 富山県 6

6WS 西野 乃愛 にしの のあ 富山和合 富山県 6

6WS 麻生 梨央 あそう りお 富山和合 富山県 6

6WS 高桑 千誉美 たかくわ ちよみ 富山飛翔Jr 富山県 6

6WS 東 華帆 あずま かほ JBCふちゅう 富山県 6

6WS 青見 咲希 あおみ さき JBCふちゅう 富山県 6

6WS 丸山 陽向 まるやま ひなた JBCふちゅう 富山県 6

6WS 長谷川  琉衣 はせがわ るい 新湊カモンＳＣ 富山県 6

6WS 山田 紫音 やまだ しおん 南条ジュニア 富山県 6

6WS 中川 桃奈 なかがわ ももな 敦賀アドバンス 福井県 6

6WS 高橋 凛 たかはし りん 社南ジュニア 福井県 6

6WS 伊藤 初花 いとう はな スターキッズ磯部 福井県 6

6WS 林 あん菜 はやし あんな Wing武生JBC 福井県 6

6WS 石塚 咲也香 いしづか さやか 勝山チャマッシュ 福井県 6

6WS 山王 朋香 さんのう ともか 勝山チャマッシュ 福井県 6

6WS 野理 花向 のり かなた 勝山チャマッシュ 福井県 6

6WS 元文 双葉 げんぶん ふたば 松本ジュニア 福井県 6

6WS 山内 梨央 やまうち りお 松本ジュニア 福井県 6

6WS 大嶋 彩也夏 おおしま あやか 足羽ジュニア 福井県 6

6WS 山田 奈南 やまだ なな 武生西バドミントン 福井県 6
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6WS 西出 悠夏 にしで ゆうな 武生西バドミントン 福井県 6

6WS 山田 愛結 やまだ あゆ 勝原ジュニア 兵庫県 6

6WS 古西 風花 こにし ふうか 勝原ジュニア 兵庫県 6

6WS 小林 佳依 こばやし かえ 佐用BJC 兵庫県 5
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