
参加選手・チームの方へ

◎出場する学年の試合番号を覚えておいてください。

①自分の学年と試合番号が放送されたら、選手待機所に行きます。

※組合せ表の上段の選手は、得点係を連れて一緒に来てください。

②係の指示にしたがって、学年と試合番号順に椅子に座ります。

③試合になったら主審が迎えに来て、試合コートに連れて行きます。

④試合が終わったら、そのコートで線審をします （本部から代わり。

の方が来る場合もあります ）。

※線審ができない場合は補助を付けてください。

体育館内の注意事項

・２階側面の通路で、立ち止まらないでください。

・２階観客席の一列目の方は、必ず座って応援してください。

選手や観客の入場時間について

・ 。開会式を行いますのでご準備ください。朝の練習はありません

※初回戦での試合の前に２分間の練習があります。

選手や観客の方の入場は８時５０分です。・

・ に入って受け付けをしてください。チーム代表者１名は８時４０分

交通について

・なるべく公共交通機関でお越しください。

・車でお越しの方は、乗り合いでお越しください。

・臨時駐車場が、８時半から１９時まで利用できます。

・係員の誘導にしたがって出入りをお願いします。

※１９時前に体育館駐車場に車を移動してください。

審判実技検定受講の方へ

・公共交通機関でお越しください。

・入場は８時３０分です。

・指示に従って会場準備をお手伝いください。
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三浦 大地（青葉ジュニア）

有賀 史洋 （柿生ジュニアバドミントンクラブ）

藤川 琉瑚 （荏田西ジュニアＢＣ）

文珠川 友基 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

金子 清風（ 羽 飛 ）

髙城 康瑛 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

久徳 俊介（虹ヶ丘ＢＣ）

簗取 優樹 （いずみジュニア）

平瀬 悠樹（ＥＳＴＩＬＯ）

尾崎 来空（ＮＰ神奈川）

松井 俊樹 （横浜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）

石若 泰智 （三条クラークＪｒ．）

後藤 大喜 （汲沢バドミントンクラブ）

今井 桃之佑 （トータスクラブ）

廣瀬 啓悟 （いずみジュニア）

ロホマン シャヒン （横浜ジュニアバドミントンクラブ）

雨宮 琉伊（片平ブレイヴ）

植木 竜成 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

石川 陽大 （横浜ジュニアバドミントンクラブ）

高柳 陽平 （荏田西ジュニアＢＣ）

菊 地 響 （Ｆ・スマイルＢＣ）

高 田 光 （足柄ジュニアバドミントンクラブ）

林 優 太（法政クラブ）

髙橋 和希 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

茂木 隆冶 （トータスクラブ）

鈴木 優弥 （足柄ジュニアバドミントンクラブ）

齊藤勇太 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

長澤 昂大 （Ｆ・スマイルＢＣ）

小野 貴之 （汲沢バドミントンクラブ）

堀川 夢真 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

横山 千和 （三条クラークＪｒ．）

松尾 勇吹 （鶴見ジュニアバドミントンクラブ）

鈴木 奏向 （横浜ジュニアバドミントンクラブ）

古澤 叶多 （ＴＥＡＭ ＣＯＣＯ）

髙 橋 葵 （荏田西ジュニアＢＣ）

松岡 倖成（ＮＰ神奈川）

今井 金之佐 （トータスクラブ）

上原 一真 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

小澤 奏太 （汲沢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）

茜ヶ久保 信平 （金沢バドミントンクラブ）

生田目 櫂 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

四宮 悠貴 （愛川ジュニアバドミントンクラブ）

河内山 遥斗 （横浜ジュニアバドミントンクラブ）

田中 陸斗 （Ｆ・スマイルＢＣ）

新井 透斗 （いずみジュニア）

江口 幸輝（ 大 清 水 ）
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田村諒介（西湘ＢＣ）

町山 日悠 （平塚イーグレット）

桝本 史弥 （いずみジュニア）

佐々木 航（ 大 清 水 ）

鈴木 稔秋 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

伊從 誠人 （城山バドミントンスポーツ少年団）

岡 村 陽 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

公文 翔虎（ＮＰ神奈川）

西 山 晴 （汲沢バドミントンクラブ）

桜井 柊弥 （三条クラークＪｒ．）

関戸 浩之介 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

松下 統哉 （汲沢バドミントンクラブ）

山口 航平（ＮＰ神奈川）

黒 田 光 （荏田西ジュニアＢＣ）

島岡 直輝（青葉ジュニア）

荒瀬 尊翔 （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）

椎名 倖太郎 （ひらつかジュニアＢＣ）

池畑 光真 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

根本 舜生 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

高野 陽色 （三条クラークＪｒ．）

酒井 悠太郎 （若草ジュニア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）

三浦 琉海 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

栗山 海偉（ＮＰ神奈川）

坪井 栄慎 （トータスクラブ）

麻生 侃輝（虹ヶ丘ＢＣ）

米満 航大 （愛川ジュニアバドミントンクラブ）

遠山 暖大 （いずみジュニア）

川﨑 航生（ＮＰ神奈川）

岡 部 翔 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

田中 太陽 （三条クラークＪｒ．）

雨宮 亨太 （青葉ジュニア）

宮本 祐希 （鶴見ジュニアバドミントンクラブ）

五十嵐 丈 （Ｆ・スマイルＢＣ）

森本 優規（ＮＰ神奈川）

宮 城 崇 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

田辺 耕大 （汲沢バドミントンクラブ）

戒能 慧人 （荏田西ジュニアＢＣ）

田代 隼也 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）
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福田 駿平 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

今川 悠樹 （荏田西ジュニアＢＣ）

小春 心悠 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

廣部 蒼大 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

中井 唯人 （いずみジュニア）

佐瀬 愛希（ 羽 飛 ）

櫛谷 雅樹（虹ヶ丘ＢＣ）

志村 倫央 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

田部井 優月 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

松井 朋樹 （鶴見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）

宮里 飛成 （柿生ジュニアバドミントンクラブ）

石若 湊太 （三条クラークＪｒ．）

小坂 絢将（法政クラブ）

鴛海 彰祝 （青葉ジュニア）

内田 敬介 （鶴見ジュニアバドミントンクラブ）

柳田 由生 （茅ヶ崎市立浜須賀小）

村 上 然（虹ヶ丘ＢＣ）

臼井 瑛飛 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

星野 諒太 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

荻原 拓見 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

生田目 奎 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

櫻井 瑛仁 （トータスクラブ）

原田 悠任 （ホワイトベース）

四宮 光喜 （愛川ジュニア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）
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升 吏斗哉（法政クラブ）

髙城 羚護 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

梁 博 文（ＮＰ神奈川）

吉本 悠生 （トータスクラブ）

進藤 あおい （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

高橋 大河 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

田中 咲樹 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

渡邉 開理 （横浜ジュニアバドミントンクラブ）

井上 翔太（ＥＳＴＩＬＯ）

中山 陽奈太 （ＨａｙａｂｕｓａＷＩＮＧＳ）

関野 裕心 （野の花クラブ・ハート）

川手 楓雅（ 大 清 水 ）

三觜 海翔（ＮＰ神奈川）

金 子 隼（片平ブレイヴ）

宮 本 樹（ＥＳＴＩＬＯ）

酒井 耀大 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

熊耳 和希（法政クラブ）

鷲山 雄哉 （野の花クラブ・ハート）

加田 雄真 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

片渕 結士 （Ｆ・スマイルＢＣ）

堀川 真暉 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

竹田 郁人 （荏田西ジュニアＢＣ）

大友 輝真（法政クラブ）
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小金井 道斗 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

鈴木 大翔（ＮＰ神奈川）

秋山 海音 （とんぼクラブ横浜）

市原 碧人 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

北島 瑛心 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

猪 又 憐 （ＨａｙａｂｕｓａＷＩＮＧＳ）

戒能 悠人 （荏田西ジュニアＢＣ）

高橋 日向我 （ＥＳＴＩＬＯ）

新戸 天良（ＮＰ神奈川）

市川 翔大 （トータスクラブ）

鴛海 泰莉（青葉ジュニア）

麻生 琉功（虹ヶ丘ＢＣ）

大久保 心温 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

石若 陽翔 （三条クラークＪｒ．）

松山 叶夢 （トータスクラブ）

菅谷 昌徳（ＮＰ神奈川）

茜ヶ久保 千悟 （金沢バドミントンクラブ）

原田 悠仁 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

山 口 結（虹ヶ丘ＢＣ）

生和 大雅 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

森本 拓実（ＮＰ神奈川）

鈴木 正太（虹ヶ丘ＢＣ）

佐々木 優一 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

中島 丈尚 （青葉ジュニア）

谷本 琉海 （ＥＳＴＩＬＯ）

殿畑 玲人 （いずみジュニア）

髙橋 真生 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）
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岸田 南乃芭 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

齋藤 恵苗 （トータスクラブ）

伊東 愛結（ Ｏ Ｂ Ｇ ）

清水 綸乃（虹ヶ丘ＢＣ）

出縄 美波（ＥＳＴＩＬＯ）

厚見 佳枝（有馬こども会）

石 坂 朱 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

坪井 陽菜子 （荏田西ジュニアＢＣ）

松山 愛奈 （トータスクラブ）

市川 乃愛 （愛川ジュニア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）

福原 愛海 （金沢バドミントンクラブ）

磯崎 琴子 （トータスクラブ）

内田 美礼 （能見台ジュニアバドミントンクラブ）

久保 ひなた （横浜ジュニアバドミントンクラブ）

荻原 杏実 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

窪田 理菜 （汲沢バドミントンクラブ）

小 林 希（片平ブレイヴ）

川村 萌々香 （ＴＥＡＭ ＣＯＣＯ）

井手 美夢 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

劉 涵 菁（ＮＰ神奈川）

生和 詩絵里 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

中村 智花 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

瀬戸 姫依（ＥＳＴＩＬＯ）

平野 真帆 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

曽根 小萩（ＮＰ神奈川）

三橋 佳能 （いずみジュニア）

岡田 歩叶 （平塚イーグレット）

角 妃奈子 （金沢バドミントンクラブ）

柳瀬 愛苺 （荏田西ジュニアＢＣ）

石井 梓紗 （野の花クラブ・ハート）

小牧 美緒 （トータスクラブ）

小田 花菜乃 （虹ヶ丘ＢＣ）

野原 菜々美 （トータスクラブ）

原 葵 唯（串川育成会）

内田 愛理 （鶴見ジュニアバドミントンクラブ）

籾井 祐美子 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

中西 咲絢 （荏田西ジュニアＢＣ）

倉持 日菜 （トータスクラブ）

宮 川 晶（片平ブレイヴ）

佐藤 小和 （Ｆ・スマイルＢＣ）

田中 咲花（ＥＳＴＩＬＯ）

茶圓 彩花（青葉ジュニア）

齊藤 愛子 （片平ブレイヴ）

中川 夏綸 （ＥＳＴＩＬＯ）

京野 梨心 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

中島 百恵 （汲沢バドミントンクラブ）

渡邉 弥生 （横浜ジュニアバドミントンクラブ）

近藤 明咲花（ Ｏ Ｂ Ｇ ）

畑 結菜 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

木村 友紀子 （荏田西ジュニアＢＣ）

塚山 美琉 （トータスクラブ）

石渡 心純 （金沢バドミントンクラブ）

齋藤 愛美 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

古賀 有紗 （平塚イーグレット）

福山 純加（ＮＰ神奈川）

森田 晴花 （荏田西ジュニアＢＣ）

小宮 麗菜（虹ヶ丘ＢＣ）

瀬 戸 琳 （トータスクラブ）

北島 汐遥 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

藤原 れな（ 大 清 水 ）

西田 咲紀 （片平ブレイヴ）

田川 初花（法政クラブ）

冨山 帆菜 （トータスクラブ）

北見 歩実 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

大附 美翔（ＮＰ神奈川）

中村 紗菜 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

小畑 結子 （横浜ジュニアバドミントンクラブ）

佐々木 明音 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

片渕 心結 （Ｆ・スマイルＢＣ）

山田 華澄 （ＥＳＴＩＬＯ）

市川 知暖 （トータスクラブ）

荻原 知花 （鶴見ジュニアバドミントンクラブ）

金 井 風 （荏田西ジュニアＢＣ）

隨念 紗衣 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

渡辺 裕里 （いずみジュニア）

酒井 芽唯 （片平ブレイヴ）

関根 結衣 （平塚イーグレット）

小出 優来（虹ヶ丘ＢＣ）

小 山 晏 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

菅原 仁奈 （三条クラークＪｒ．）

沢藤 ゆうか （トータスクラブ）

吉本 亜希 （トータスクラブ）

安在 志美 （金沢バドミントンクラブ）

林 美 佑 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

爲田 笑琉 （ＥＳＴＩＬＯ）

田中 美衣（ 羽 飛 ）
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御後 なつみ （野の花クラブ・ハート）

稲垣 結衣（虹ヶ丘ＢＣ）

山田 歩果 （Ｆ・スマイルＢＣ）

遠藤 美涼 （城山バドミントンスポーツ少年団）

野村 怜菜（ＮＰ神奈川）

櫛田 莉那 （いずみジュニア）

髙木 紘花 （汲沢バドミントンクラブ）

小金井 愛花 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

荻原 樹乃 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

池田 絢香 （平塚イーグレット）

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）

片岡 心優（有馬こども会）

塩澤 香澄 （若草ジュニア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）

川手 ほのか（ 大 清 水 ）

大竹 優笑 （平塚イーグレット）

村瀬 朋佳 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

永 松 花 （三条クラークＪｒ．）

千葉 深冬 （トータスクラブ）

本田 風佳 （城山バドミントンスポーツ少年団）

小山 穂乃 （長後バドミントンスポーツ少年団）

石橋 菜々美 （虹ヶ丘ＢＣ）

畠山 莉緒 （ひらつかジュニアＢＣ）

飯沼 綾音 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

井上 紗那 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

川越 夕愛（虹ヶ丘ＢＣ）

津留 七海 （柿生ジュニアバドミントンクラブ）

北 島 琳 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

輿石 愛佳（青葉ジュニア）

斎藤 聖羅 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

田中 珠聡（ 羽 飛 ）

江頭 柚風（ＮＰ神奈川）

戸倉 笑花 （青葉ジュニア）

滝本 みよし （長後バドミントンスポーツ少年団）

中山 友里 （片平ブレイヴ）

中嶋 麗香 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

大窪 晴花 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

小谷 実友（虹ヶ丘ＢＣ）

宮崎 日菜多 （城山バドミントンスポーツ少年団）

鈴木 理沙 （荏田西ジュニアＢＣ）

君塚 花帆 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

高野 芽衣（ 大 清 水 ）

佐藤 音羽 （汲沢バドミントンクラブ）

影山 夕奈 （三条クラークＪｒ．）

山本 桧菜 （愛川ジュニアバドミントンクラブ）

志賀 実季（虹ヶ丘ＢＣ）

髙橋 乃愛 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

竿田 陽和 （三条クラークＪｒ．）

山下 美波 （城山バドミントンスポーツ少年団）

矢澤 凪咲 （いずみジュニア）

綿貫 瑞香 （平塚イーグレット）

松本 羽珠 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

高間 つぐみ （長後バドミントンスポーツ少年団）

三原 小春 （能見台ジュニアバドミントンクラブ）

二 村 萌（虹ヶ丘ＢＣ）

赤城 宙奈 （汲沢バドミントンクラブ）

谷本 夢咲 （ＥＳＴＩＬＯ）

廣 田 結 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

鈴木 美羽（ＮＰ神奈川）

高橋 さくら （若草ジュニアバドミントンクラブ）

永宮 好夏 （とんぼクラブ横浜）

田中 ひよ莉 （トータスクラブ）
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樋口 丹里 （野の花クラブ・ハート）

秋田 桃花 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

鈴木 結恵（虹ヶ丘ＢＣ）

川村 令奈 （ＴＥＡＭ ＣＯＣＯ）

定松 亜実 （トータスクラブ）

北村 美桜（ＮＰ神奈川）

関 颯 華 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

安井 風帆 （平塚イーグレット）

殿畑 沙良 （いずみジュニア）

定直 桃乃 （荏田西ジュニアＢＣ）

下田 柚葉 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

平井 杏海 （汲沢バドミントンクラブ）

大澤 悠里（ 大 清 水 ）

佐藤 乃亜（片平ブレイヴ）

小市 英恵 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

綱嶋 咲希 （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

松 岡 和（ＮＰ神奈川）

文珠川 史華 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

永嶋 このん （ＥＳＴＩＬＯ）

増田 沙優（ 大 清 水 ）

隨念 麻由 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

渡辺 莉音（青葉ジュニア）

小野 苺彩 （荏田西ジュニアＢＣ）

岡﨑 朱里 （柿生ジュニアバドミントンクラブ）

浜崎 莉愛（ＮＰ神奈川）

田口 美羽（ＮＰ神奈川）

葛城 杏里 （片平ブレイヴ）

安部 果凛（虹ヶ丘ＢＣ）

山田 和花（ 大 清 水 ）

原田 志穂 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

陸 麗 如 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

猪又 愛夢凛 （ＨａｙａｂｕｓａＷＩＮＧＳ）

林 美 咲 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

木村 友理子 （荏田西ジュニアＢＣ）

松本 麗奈 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

新保 遥花 （鶴見ジュニアバドミントンクラブ）

秋山 乃音 （とんぼクラブ横浜）

神本 真凪 （汲沢バドミントンクラブ）

矢部 紗千香 （荏田西ジュニアＢＣ）

竹内 愛奈（ＮＰ神奈川）

井澤 璃音 （平塚イーグレット）

若 林 桜 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

渡邉 来海 （いずみジュニア）

金子 美幸（ＮＰ神奈川）

吉田 姫衣 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

黒 川 葵（ 大 清 水 ）

杉山 杏花 （Ｆ・スマイルＢＣ）

浅野 ひより （ラビッツジュニアバドミントンクラブ）

木川 華綸 （愛川ジュニアバドミントンクラブ）

長谷 舞優（ 羽 飛 ）
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田中 美月 （三条クラークＪｒ．）

菅谷 美彩姫 （ＮＰ神奈川）

清水 紬希（虹ヶ丘ＢＣ）

五十嵐 花 （Ｆ・スマイルＢＣ）

北堀 瑛麻（青葉ジュニア）

中西 千尋 （荏田西ジュニアＢＣ）

西山 莉子 （柿生ジュニアバドミントンクラブ）

坂本 あいり （虹ヶ丘ＢＣ）

高野 真衣（ 大 清 水 ）

竹川 明里 （ＨａｙａｂｕｓａＷＩＮＧＳ）

小海 優奈 （野の花クラブ・ハート）

二 村 葵（虹ヶ丘ＢＣ）

小網 ちひろ （長後バドミントンスポーツ少年団）

佐藤 真心 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

岡田 早貴（ＮＰ神奈川）

赤城 仁葉 （汲沢バドミントンクラブ）

小泉 茉璃 （能見台ジュニアバドミントンクラブ）

白 石 青 （片平ブレイヴ）

川合 梨子（ 大 清 水 ）

武藤 柚子姫 （大和市ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

榊 百 椛 （青葉ジュニア）

佐藤 加奏 （Ｆ・スマイルＢＣ）

小川 美空（虹ヶ丘ＢＣ）

森田 紀花 （荏田西ジュニアＢＣ）

米満 紗彩 （愛川ジュニアバドミントンクラブ）

星野 結衣（ＮＰ神奈川）

石塚 梓紗 （長後バドミントンスポーツ少年団）

会田 七海 （Ｆ・スマイルＢＣ）

久 徳 凜（虹ヶ丘ＢＣ）

綿貫 奏美 （平塚イーグレット）

斉藤 咲喜 （茅ヶ崎市立浜須賀小）

金子 結依 （青葉ジュニア）

津崎 帆乃 （有馬こども会）
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髙木 結花 （汲沢バドミントンクラブ）

高野 陽凪 （三条クラークＪｒ．）

辻 柚 香 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

宿岩 千桜（虹ヶ丘ＢＣ）

佐々木 真依（ 大 清 水 ）

小市 珠恵 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

岡村 優希美 （綾瀬ジュニアバドミントンクラブ）

森崎 葉名（有馬こども会）

林 伊 織 （若草ジュニアバドミントンクラブ）

金 井 水 （荏田西ジュニアＢＣ）

大貫 諒葉 （愛川ジュニアバドミントンクラブ）

吉 岡 瞳 （能見台ジュニアバドミントンクラブ）

長原 里紗 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

髙瀬 可菜（ＮＰ神奈川）

佐藤 好香 （汲沢バドミントンクラブ）

柳下 璃央 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

増田 木音（ 大 清 水 ）

四宮 凛旺 （愛川ジュニアバドミントンクラブ）

山上 ひより （若草ジュニアバドミントンクラブ）

銘苅 心都（ＮＰ神奈川）

木村 真理子 （荏田西ジュニアＢＣ）

柳川 莉音 （愛川ジュニアバドミントンクラブ）

佐藤 結真 （横浜白山バドミントンスポーツ少年団）

曽 根 紬（ＮＰ神奈川）

道越 梨生 （平塚イーグレット）

西脇 美咲（虹ヶ丘ＢＣ）

長澤 果夏 （Ｆ・スマイルＢＣ）

竿田 風奏 （三条クラークＪｒ．）




