
会長杯小学生大会参加者へのお願い

(ひらつかサン・ライフアリーナ）

１．中央広場でのウォームアップは黄色い線より東側～土手

の間で行ってください。

２．廊下でのウォームアップは行わないでください。

３．ミーティングは２階観覧席で行っていただくのが最善で

すが、廊下で行う場合は通行の妨げにならない配慮をお

願いいたします。

４．ゴミは必ず持ち帰ってください。

５．引率される方も必ず上履きをご持参ください。

（神奈川県バドミントン協会）

１．試合は、１５ポイント３ゲームのラリーポイントで行います。

・８ポイントでインターバルです。

・１４オールからは２点先取で勝利です。

・２０オールになった場合は２１ポイントを取った方が勝者です。

２．試合前の練習時間は２分間で、対戦相手と行います。

３．選手待機所を設けて、次のコートに入る選手を呼びます。

４．試合が終わると、そのコートでの線審をします。もしも線審ができない

場合はチームで代わりの線審を出してください。

(人数が不足する場合は本部にご相談ください）

５．得点係を組合せ表の上段のチームから１名出してください。

６．背面にチーム名を書いたゼッケンを付け、４ヶ所を止めてください。

７．監督、コーチ席を設けますので、それ以外の方は観客席に上がってくだ

さい。

８．観客席最前列の方は手すりに寄りかかって応援しないでください。

９．通路での立ち止まっての応援はできません。
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井上 大馳 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

銘苅 逸希（ＮＰ神奈川）

貝 嶋 漣 （柿生ジュニアバドミントンクラブ）

森山 雄一朗 （汲沢バドミントンクラブ）

戒能 慈人 （荏田西ジュニアＢＣ）

廣部 泰成 （ＦＵＴＡＧＯ．ＪＲ）

三浦 琥海 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

上原 秀能 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

齊藤 大和 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

高野 颯斗 （三条クラークＪｒ．）

光明寺 健太 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

大友 光礼（法政クラブ）

八道 俊太（トータスクラブ）

原 琢 真 （平塚イーグレット）

馬場 慶太（ 大 清 水 ）

井出 郁也（いずみジュニア）

渡 邊 至 （ＦＵＴＡＧＯ．ＪＲ）

竹生 浩基（有馬こども会）

竹田 和真 （荏田西ジュニアＢＣ）

皆 木 壮（法政クラブ）

南 口 隼 （柿生ジュニアバドミントンクラブ）

佐久間 一慧 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

小見山 陽登（ 大 清 水 ）

照屋 優斗 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

宮崎 陽太 （ＦＵＴＡＧＯ．ＪＲ）

日出 和寿 （汲沢バドミントンクラブ）

小見山 惺也（ 大 清 水 ）

藤 望 夢 （汲沢バドミントンクラブ）

原田 一輝 （鶴小バドミントンクラブ）

井出 怜也 （いずみジュニア）

高 間 悠 （長後バドミントン）

福田 煌太 （足柄Ｊｒ．バドミントンクラブ）

小松 俊太 （柿生ジュニアバドミントンクラブ）

牛尾 啓揮 （平塚イーグレット）

田中 一基 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）
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松川 健大 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）

今井 金之佐 （トータスクラブ）

古澤 叶多 （ＴＥＡＭ ＣＯＣＯ）

久徳 俊介 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

小野 貴之 （汲沢バドミントンクラブ）

藤川 琉瑚 （Ｆ・スマイルＢＣ）

有賀 史浩 （柿生ジュニアバドミントンクラブ）

川越 翔太 （三条クラークＪｒ．）

石若 泰智 （三条クラークＪｒ．）

市川 智哉 （荏田西ジュニアＢＣ）

千田 莉史（有馬こども会）

下 居 樹（ＮＰ神奈川）

鈴木 奏向 （横浜ジュニアバドミントンクラブ）

植木 竜成 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

新藤 幸太郎 （汲沢バドミントンクラブ）

江口 幸輝（ 大 清 水 ）

髙橋 和希 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

井上 正毅 （能見台ジュニアバドミントンクラブ）

松岡 倖成（ＮＰ神奈川）

森下 開登 （有馬こども会）

鈴木 優弥 （足柄Ｊｒ．バドミントンクラブ）

松尾 勇吹 （鶴小バドミントンクラブ）

佐藤 瑛政 （汲沢バドミントンクラブ）

髙 橋 葵 （荏田西ジュニアＢＣ）

林 優 太（法政クラブ）

四宮 悠貴 （愛川ジュニアバドミントンクラブ）

関 煌太郎 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

今井 桃之佑 （トータスクラブ）

小澤 奏太 （汲沢バドミントンクラブ）

進藤 そら （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

生田目 櫂 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

三浦 大地 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）
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根本 舜生 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

雨宮 亨太 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）

黒 田 光 （荏田西ジュニアＢＣ）

公文 翔虎（ＮＰ神奈川）

米満 航大 （汲沢バドミントンクラブ）

千葉 正稀（法政クラブ）

田辺 耕大 （汲沢バドミントンクラブ）

桜井 柊弥 （三条クラークＪｒ．）

佐々木 航（ 大 清 水 ）

酒井 悠太郎 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

荒瀬 尊翔 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

関戸 浩之介 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

麻生 侃輝 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

三浦 琉海 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

山口 航平（ＮＰ神奈川）

川上 太一（串川育成会）

播 川 碧 （荏田西ジュニアＢＣ）

岡 村 陽 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

桝本 史弥 （いずみジュニア）

狩野 純毅 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

田代 隼也 （汲沢バドミントンクラブ）

高野 陽色 （三条クラークＪｒ．）

戒能 慧人 （荏田西ジュニアＢＣ）

宮 城 崇 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

杉 山 竣 （能見台ジュニアバドミントンクラブ）

鈴木 稔秋 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

椎名 倖太郎 （ひらつかジュニアＢＣ）

森本 優規（ＮＰ神奈川）

東坂 太幹 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

櫻井 斗碧 （汲沢バドミントンクラブ）

岡 部 翔 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

川﨑 航生（ＮＰ神奈川）

本 間 奏（片平ブレイヴ）

三原 駿太郎 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

水神 鉄心 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

遠山 暖大 （いずみジュニア）

島岡 直輝 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）

田中 太陽 （三条クラークＪｒ．）

松下 統哉 （汲沢バドミントンクラブ）

坪井 栄慎 （トータスクラブ）

田村 諒介（西湘ＢＣ）
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石若 湊太 （三条クラークＪｒ．）

四宮 光喜 （愛川ジュニアバドミントンクラブ）

青山 龍心 （はやぶさウィングス）

生田目 奎 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

櫛谷 雅樹 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

浦城 宏斗 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

塩野谷 晃 （金沢バドミントンクラブ）

佐藤 巧馬（エスティーロ）

臼井 瑛飛 （ＦＵＴＡＧＯ．ＪＲ）

小坂 絢将（法政クラブ）

廣部 蒼大 （ＦＵＴＡＧＯ．ＪＲ）

荻原 拓見 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

田中 裕葵 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

星野 諒太 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

志村 倫央 （ＦＵＴＡＧＯ．ＪＲ）

村 上 然 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

鈴木 陸斗 （はやぶさウィングス）

樋 田 歩 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

福田 駿平 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）
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升 吏斗哉（法政クラブ）

金子 隼 （片平ブレイヴ）

吉本 悠生 （トータスクラブ）

福井 承介 （汲沢バドミントンクラブ）

小金井 道斗 （ＦＵＴＡＧＯ．ＪＲ）

川手 楓雅（ 大 清 水 ）

竹田 郁人 （荏田西ジュニアＢＣ）

宮 本 樹 （エスティーロ）

森本 拓実（ＮＰ神奈川）

岩瀬 剛大 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

進藤 あおい （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

大友 輝真（法政クラブ）

鈴木 正太 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

石若 陽翔 （三条クラークＪｒ．）

平岩 佑希 （トータスクラブ）

高橋 大河 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

髙橋 真生 （ＦＵＴＡＧＯ．ＪＲ）

佐々木 優一 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

松山 叶夢 （トータスクラブ）

熊耳 和希（法政クラブ）

高橋 日向我 （エスティーロ）

谷 歩陽太 （はやぶさウィングス）

関野 裕心 （野の花クラブ・ハート）
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伊藤 結衣 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）

鈴木 梨心 （長後バドミントン）

望月 美希 （いずみジュニア）

佐藤 みく （ＦＵＴＡＧＯ．ＪＲ）

小島 穂波（有馬こども会）

浜崎 莉緒（ＮＰ神奈川）

宮川 優羽 （能見台ジュニアバドミントンクラブ）

近藤 帆乃佳 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

山本 優菜 （野の花クラブ・ハート）

鈴 木 苺 （トータスクラブ）

土岐 明来 （荏田西ジュニアＢＣ）

木村 円香 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

林 さくら （わ・わ・わ・金程）

小田切 瑠衣 （Ｆ・スマイルＢＣ）

齋藤 美羽（ 羽 飛 ）

齊田 真歩 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

宮井 莉菜 （トータスクラブ）

榎本 栞奈 （Ｆ・スマイルＢＣ）

小野 楓彩 （荏田西ジュニアＢＣ）

酒井 愛美 （長後バドミントン）

佐賀 遥菜 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

酒井 花梨 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

有澤 里穂 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

神保 舞佳 （足柄Ｊｒ．バドミントンクラブ）

山本 真央 （荏田西ジュニアＢＣ）

伊東 李央 （野の花クラブ・ハート）

岡田 美佳（ＮＰ神奈川）

深澤 奈津希（ 羽 飛 ）

石津 聖奈（有馬こども会）

髙木 紗花 （汲沢バドミントンクラブ）

小山 陽香 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

田村 今晴（西湘ＢＣ）

佐野 百恵花 （三条クラークＪｒ．）

細川 莉沙 （ひらつかジュニアＢＣ）

井本 陽菜（ 羽 飛 ）

中村 心音 （能見台ジュニアバドミントンクラブ）

二 村 芽 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

内藤 杏南 （トータスクラブ）

石川 琴之 （Ｆ・スマイルＢＣ）

中野 心優 （荏田西ジュニアＢＣ）

佐藤 天海 （金沢バドミントンクラブ）

鈴木 結貴 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）

成田 純海 （汲沢バドミントンクラブ）

吉田 莉央名 （足柄Ｊｒ．バドミントンクラブ）

高橋 晴夏 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

髙橋 未知 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

鈴木 ゆりさ （長後バドミントン）

佐々木 優華 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

桜井 紗菜 （三条クラークＪｒ．）

津 崎 華（有馬こども会）

神田 小晴 （荏田西ジュニアＢＣ）

中 村 希 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）

齊藤 とも江 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

小泉 里紗 （Ｆ・スマイルＢＣ）

大窪 晴奈 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

上野 美咲 （長後バドミントン）

山本 結愛 （トータスクラブ）

角田 音々 （能見台ジュニアバドミントンクラブ）

関野 凜奈 （野の花クラブ・ハート）

山本 美優 （いずみジュニア）

松浦 実乃亜 （汲沢バドミントンクラブ）

髙﨑 理子 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

大貫 紗枝 （長後バドミントン）

清瀬 璃子（ＮＰ神奈川）
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岸田 南乃芭 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

中西 咲絢 （荏田西ジュニアＢＣ）

窪田 理菜 （汲沢バドミントンクラブ）

河村 奈緒 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

藤原 れな（ 大 清 水 ）

吉本 亜希（トータスクラブ）

中川 夏綸（エスティーロ）

今府 由愛 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

宮 川 晶（片平ブレイヴ）

北島 汐遥 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

安在 志美 （金沢バドミントンクラブ）

時﨑 未來 （ひらつかジュニアＢＣ）

山田 華澄（エスティーロ）

小 山 晏 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

冨山 汎菜（トータスクラブ）

内田 愛理 （鶴小バドミントンクラブ）

茶圓 彩花 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）

田中 美衣（ 羽 飛 ）

中村 照葉 （能見台ジュニアバドミントンクラブ）

小田 花菜乃 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

福山 純加（ＮＰ神奈川）

森田 晴花 （荏田西ジュニアＢＣ）

荻原 杏実 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

小 林 希（片平ブレイヴ）

沢藤 ゆうか （トータスクラブ）

田川 初花（法政クラブ）

石井 梓紗 （野の花クラブ・ハート）

貞松 向日葵 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）

金 井 風 （荏田西ジュニアＢＣ）

渡辺 裕里（いずみジュニア）

古賀 有紗 （平塚イーグレット）

田中 咲花（エスティーロ）

北見 歩実 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

上 野 凛 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）

西田 咲紀（片平ブレイヴ）

籾井 祐美子 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

中島 百恵 （汲沢バドミントンクラブ）

三橋 美結 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

柴山 遥菜（ 羽 飛 ）

福原 愛海 （金沢バドミントンクラブ）

坪井 陽菜子 （荏田西ジュニアＢＣ）

木村 友紀子 （荏田西ジュニアＢＣ）

望月 茉優（有馬こども会）

松山 愛奈 （トータスクラブ）

出縄 美波（エスティーロ）

菅原 仁奈 （三条クラークＪｒ．）

小宮 麗菜 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

岡田 歩叶 （平塚イーグレット）

生和 詩絵里 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

齊藤 愛子（片平ブレイヴ）

小出 優来 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

斉藤 杏奈 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

小牧 美緒 （トータスクラブ）

柳瀬 愛苺 （荏田西ジュニアＢＣ）

中村 紗菜 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

京野 梨心 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

石 坂 朱 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

大附 美翔（ＮＰ神奈川）

内田 未礼 （能見台ジュニアバドミントンクラブ）

瀬戸 姫依（エスティーロ）

三橋 佳能 （いずみジュニア）

佐々木 明音 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

酒井 芽唯（片平ブレイヴ）

塚山 美琉 （トータスクラブ）

原 葵 唯（串川育成会）
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田中 ひよ莉 （トータスクラブ）

輿石 愛佳 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）

石橋 菜々美 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

塩澤 香澄 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

大窪 晴花 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

佐々木 夏帆 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

山本 桧菜 （愛川ジュニアバドミントンクラブ）

三原 小春 （能見台ジュニアバドミントンクラブ）

綿貫 瑞香 （平塚イーグレット）

小金井 愛花 （ＦＵＴＡＧＯ．ＪＲ）

小谷 実友 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

滝本 みよし （長後バドミントン）

山根 美秋（片平ブレイヴ）

野村 怜菜（ＮＰ神奈川）

竿田 陽和 （三条クラークＪｒ．）

髙田 奈々実 （平塚イーグレット）

二 村 萌 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

高野 芽衣（ 大 清 水 ）

荻原 樹乃 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

赤井 莉子 （荏田西ジュニアＢＣ）

稲垣 結衣 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

戸倉 笑花 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）

佐藤 音羽 （汲沢バドミントンクラブ）

高間 つぐみ （長後バドミントン）

田中 珠聡（ 羽 飛 ）

江頭 柚風（ＮＰ神奈川）

村崎 莉穏 （トータスクラブ）

高橋 さくら （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

松本 羽珠 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

赤城 宙奈 （汲沢バドミントンクラブ）

川越 夕愛 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

中村 沙知 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）

竹本 朱里 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

髙橋 乃愛 （ＦＵＴＡＧＯ．ＪＲ）

北 島 琳 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

小山 穂乃 （長後バドミントン）

川手 ほのか（ 大 清 水 ）

鈴木 理沙 （青葉ジュニアバドミントンクラブ）

津留 七海 （柿生ジュニアバドミントンクラブ）

髙木 紘花 （汲沢バドミントンクラブ）

中村 乙寧 （能見台ジュニアバドミントンクラブ）

大竹 優笑 （平塚イーグレット）

志賀 実季 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

山本 樹梨 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

中山 友里 （片平ブレイヴ）

鈴木 美羽（ＮＰ神奈川）

村瀬 朋佳 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

二見 奈瑚 （ＴＥＡＭ ＣＯＣＯ）

御後 なつみ （野の花クラブ・ハート）
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長谷 舞優（ 羽 飛 ）

増田 沙優（ 大 清 水 ）

小野 苺彩 （荏田西ジュニアＢＣ）

永嶋 このん （エスティーロ）

本間 広菜 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

秋山 乃音 （とんぼクラブ横浜）

下田 柚葉 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

吉本 琳音 （愛川ジュニアバドミントンクラブ）

松 岡 和（ＮＰ神奈川）

大澤 悠里（ 大 清 水 ）

木村 友理子 （荏田西ジュニアＢＣ）

久保田 結香 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

阿部 緋花里 （はやぶさウィングス）

浅野 ひより （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

杉村 美織 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

浜崎 莉愛（ＮＰ神奈川）

葛城 杏里（片平ブレイヴ）

神本 真凪 （汲沢バドミントンクラブ）

定直 桃乃 （荏田西ジュニアＢＣ）

橋本 瑠利子（ 大 清 水 ）

関 颯華 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

綱嶋 咲希 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

鈴木 結恵 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

菅 原 栞 （ＯＢＧジュニアバドミントンスクール）

田口 美羽（ＮＰ神奈川）

樋口 丹里 （野の花クラブ・ハート）

山田 和花（ 大 清 水 ）

林 柚子 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

安部 果凜 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

定松 亜実 （トータスクラブ）

金子 美幸（ＮＰ神奈川）

矢部 紗千香 （荏田西ジュニアＢＣ）

佐藤 乃亜 （片平ブレイヴ）
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津崎 帆乃（有馬こども会）

竿田 風奏 （三条クラークＪｒ．）

綿貫 奏美 （平塚イーグレット）

竹川 明里 （はやぶさウィングス）

坂本 あいり （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

岡田 早貴（ＮＰ神奈川）

山 田 栞 （汲沢バドミントンクラブ）

二 村 葵 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

小泉 茉璃 （金沢バドミントンクラブ）

田中 美月 （三条クラークＪｒ．）

高野 真衣（ 大 清 水 ）

髙木 結花 （汲沢バドミントンクラブ）

髙瀬 可菜（ＮＰ神奈川）

木村 真理子 （荏田西ジュニアＢＣ）

米満 紗彩 （汲沢バドミントンクラブ）

久 徳 凜 （虹ヶ丘バドミントンクラブ）

岡村 優希美 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

白 石 青 （片平ブレイヴ）




