
種目 名前 ふりがな 所属チーム名 都道府県名 学年
MS1 青木 一馬 あおき かずま 南木曽ジュニア 長野県 0
MS1 平野 優輔 ひらの ゆうすけ 小野Ｊｒ． 新潟県 0
MS1 山田 らん やまだ らん 上之島ジュニア 大阪府 1
MS1 木内 奏佑 きうち そうすけ 足羽ジュニア 福井県 1
MS1 荒川 凜之輔 あらかわ りんのすけ足羽ジュニア 福井県 0
MS1 谷山 優 たにやま ゆう Wing武生JBC 福井県 1
MS1 寺尾 大輝 てらお だいき えちぜんジュニア 福井県 1
MS1 川田 琉斗 かわだ りゅうと えちぜんジュニア 福井県 0
MS1 西野 隼 にしの しゅん おしのジュニア 石川県 1
MS1 成清 友貴 なりきよ ゆうき 小松ジュニア 石川県 1
MS1 児玉 洸陽 こだま こうよう 新神田ジュニア 石川県 1
MS1 前田 蒼空 まえだ そら 新神田ジュニア 石川県 0
MS1 坂野 楓芽 さかの ふうが 中央ジュニア 石川県 1
MS1 尾村 絢人 おむら あやと 津幡ジュニア 石川県 1
MS1 高本 塁斗 たかもと るいと 津幡ジュニア 石川県 1
MS1 松田 絆空 まつだ きずく 中島ジュニア 石川県 0
MS1 新出 太一 しんで たいち 能登町ジュニア 石川県 1
MS1 高浦 颯真 たかうら そうま 野々市ジュニア 石川県 1
MS1 鈴木 翔 すずき かける 野々市ジュニア 石川県 1
MS1 寺瀬 大翔 てらせ ひろと 松任ジュニア 石川県 1

MS3 田近 好誠 たじか こうせい TIJ長野 長野県 3
MS3 羽賀 晴人 はが はると 豊浦スペリオールズ 新潟県 3
MS3 佐藤 佑羽 さとう ゆうは 豊栄ジュニア 新潟県 3
MS3 増田 遥 ますだ はる 勝原ジュニア 兵庫県 2
MS3 井上 太嗣 いのうえ たいし JBCふちゅう 富山県 3
MS3 土橋 侑人 つちはし ゆうと JBCふちゅう 富山県 3
MS3 水野 太陽 みずの たいよう JBCふちゅう 富山県 2
MS3 水口 颯介 みずぐち さすけ JBCふちゅう 富山県 3
MS3 山地 望道 やまじ みのり 上市バドスクール 富山県 3
MS3 立花 優輝 たちばな ゆうき 上市バドスクール 富山県 3
MS3 高井 響 たかい ひびき 上市バドスクール 富山県 3
MS3 田中 公陽 たなか こうよう 新湊ジュニア 富山県 3
MS3 高畑 羽琉 たかばたけ はる 新湊ジュニア 富山県 3
MS3 川田 祥次郎 かわだ しょうじろう高岡ジュニア 富山県 3
MS3 奥 真優 おく まひろ 高岡ジュニア 富山県 1
MS3 安村 琉偉 やすむら るい 高岡ジュニア 富山県 3
MS3 山崎 泰雅 やまざき たいが 高岡ジュニア 富山県 3
MS3 三井 健生 みつい けんせい 滑川ジュニア 富山県 2
MS3 三井 洸生 みつい こうせい 滑川ジュニア 富山県 2
MS3 森山 羽空 もりやま はく 滑川ジュニア 富山県 2
MS3 吉田 智哉 よしだ ともや 南砺ジュニア 富山県 3
MS3 長田 勝幸 ながた まさゆき 南砺ジュニア 富山県 2



MS3 中村 柊太 なかむら しゅうた南砺ジュニア 富山県 2
MS3 米 颯斗 よね りくと 福野バドミントンスポ少富山県 3
MS3 森内 蒼太郎 もりうち そうたろう水橋ジュニア 富山県 3
MS3 牧野 光樹 まきの みつき 山室中部スポ少 富山県 2
MS3 笹原 蒼良 ささはら そら 足羽ジュニア 福井県 3
MS3 田中 康翔 たなか やすと 足羽ジュニア 福井県 3
MS3 川田 遥斗 かわだ はると えちぜんジュニア 福井県 3
MS3 山口 知晃 やまぐち ともあき大野ジュニア 福井県 3
MS3 幸河 歩夢 こうがわ あゆむ 勝山チャマッシュ 福井県 3
MS3 中谷 勇仁 なかや はやと 森田ジュニア 福井県 3
MS3 中川  翔太 なかがわ  しょうた社南ジュニア 福井県 3
MS3 岡田 倫太朗 おかだ りんたろうJ.cats 石川県 3
MS3 古野 竜之介 ふるの りゅうのすけJ.cats 石川県 3
MS3 早川 太晴 はやかわ たいせいJ.cats 石川県 3
MS3 今越 崚太 いまこし りょうた おしのジュニア 石川県 3
MS3 宮下 翔伍 みやした しょうご 金沢崎浦Wings 石川県 2
MS3 卯辰 季士 うたつ ときと 金沢ジュニア 石川県 3
MS3 大田 悟羽 おおた ごう 小松ジュニア 石川県 2
MS3 向井 維吹 むかい いぶき 新神田ジュニア 石川県 3
MS3 児玉 太一陽 こだま たいよう 新神田ジュニア 石川県 2
MS3 折池 祝千可 おりいけ のりちか中央ジュニア 石川県 3
MS3 中村 剛 なかむら ごお 中央ジュニア 石川県 3
MS3 神田 勝栄 かんだ まさはる 中央ジュニア 石川県 2
MS3 水上 雄斗 みずかみ ゆうと 津幡ジュニア 石川県 2
MS3 長田 悠生 ながた ゆうき 津幡ジュニア 石川県 3
MS3 坂本 勇希 さかもと ゆうき 津幡ジュニア 石川県 2
MS3 磯賀 彪 いそが ひゆう 津幡ジュニア 石川県 2
MS3 鈴木 輝 すずき ひかる 野々市ジュニア 石川県 3
MS3 木下 彪成 きのした ひょうせい野々市ジュニア 石川県 3
MS3 摂田 海来 せった みらい 羽咋ジュニア 石川県 3
MS3 徳田 浩空 とくだ はるく 松任ジュニア 石川県 3
MS3 奥 健斗 おく けんと 美川湊ジュニア 石川県 3

MS4 矢崎 智也 やざき ともや TIJ長野 長野県 4
MS4 上野 比呂 うえの ひろ TIJ長野 長野県 4
MS4 鈴木 修一朗 すずき しゅういちろう TIJ長野 長野県 4
MS4 佐藤 和月 さとう なつき 白根エンゼルス 新潟県 4
MS4 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 4
MS4 水野 吏都 みずの りと 高岡ジュニア 富山県 4
MS4 竹内 幸生 たけうち こうせい 高岡ジュニア 富山県 4
MS4 南 十良 みなみ そら 南条ジュニア 富山県 4
MS4 芝山 昂汰 しばやま こうた 南条ジュニア 富山県 4
MS4 盛田 卓弥 もりた たくや 南砺ジュニア 富山県 5
MS4 高松 聖 たかまつ せい 山室中部スポ少 富山県 4
MS4 木山 潤 きやま じゅん 横田ジュニア 富山県 4



MS4 市橋 清哉 いちはし せいや 足羽ジュニア 福井県 4
MS4 岩本 佳久 いわもと よしひさ 足羽ジュニア 福井県 4
MS4 大西 胡太郎 おおにし こたろう えちぜんジュニア 福井県 4
MS4 山田 英隼 やまだ えいしゅんえちぜんジュニア 福井県 4
MS4 南部 幹翔 なんぶ みきと 大野ジュニア 福井県 4
MS4 田中 天祥 たなか てんしょう 勝山チャマッシュ 福井県 4
MS4 川村 陽日 かわむら はるひ 勝山チャマッシュ 福井県 4
MS4 西畑 正宗 にしばた まさむね春江ジュニア 福井県 4
MS4 北出 和心 きたで かずし 春江ジュニア 福井県 4
MS4 山田 琉碧 やまだ るい 敦賀ジュニア 福井県 4
MS4 上野 颯太 うえの そうた 社南ジュニア 福井県 4
MS4 中島 圭優 なかしま けいゆう内灘ジュニア 石川県 4
MS4 前 結心 まえ ゆうしん 内灘ジュニア 石川県 4
MS4 小島 龍汰 こじま りゅうた OKジュニア 石川県 4
MS4 西野 蓮 にしの れん おしのジュニア 石川県 4
MS4 亀田 太一 かめだ たいち 金沢ジュニア 石川県 4
MS4 嶋 翔也 しま しょうや 小松ジュニア 石川県 4
MS4 前田 颯斗 まえだ はやと 新神田ジュニア 石川県 4
MS4 五味川 柊 ごみかわ しゅう 大徳ジュニア 石川県 4
MS4 高尾 英志 たかお えいじ 高松ジュニア 石川県 4
MS4 兼田 航生 かねだ こうせい 高松ジュニア 石川県 4
MS4 小林強志 こばやし つよし 中央ジュニア 石川県 4
MS4 落合 輝旭 おちあい かきゅう津幡ジュニア 石川県 4
MS4 加藤 唯人 かとう ゆいと 野々市ジュニア 石川県 4
MS4 加藤 徹哉 かとう てつや 美川湊ジュニア 石川県 4

MS5 吉瀬 天優 きせ たかまさ TIJ長野 長野県 5
MS5 土橋 晴人 つちはし はると JBCふちゅう 富山県 5
MS5 山本 隼也 やまもと しゅんや新湊ジュニア 富山県 5
MS5 内田 崇元 うちだ すいげん 高岡ジュニア 富山県 5
MS5 瀬山 祐生 せやま ゆうき 富山南ジュニア 富山県 5
MS5 松本 和輝 まつもと かずき 富山南ジュニア 富山県 5
MS5 増井 翔大 ますい しょうた 滑川ジュニア 富山県 5
MS5 齊藤 柊 さいとう しゅう 南砺ジュニア 富山県 5
MS5 今井 栄介 いまい えいすけ 南砺ジュニア 富山県 5
MS5 村澤 航 むらさわ こう 南砺ジュニア 富山県 5
MS5 米 隆斗 よね りゅうと 福野バドミントンスポ少富山県 5
MS5 上市 羚太 かみいち りょうた山室中部スポ少 富山県 5
MS5 高松 翼 たかまつ つばさ 山室中部スポ少 富山県 5
MS5 高橋 快青 たかはし かいせい足羽ジュニア 福井県 5
MS5 大久保 敢太 おおくぼ かんた 足羽ジュニア 福井県 5
MS5 荒川 湧之輔 あらかわ ゆうのすけ足羽ジュニア 福井県 5
MS5 加賀川 太希 かがわ たいき えちぜんジュニア 福井県 5
MS5 小中 謙 こなか けん えちぜんジュニア 福井県 5
MS5 黒田 晃正 くろだ こうせい えちぜんジュニア 福井県 5



MS5 橋本 健人 はしもと けんと えちぜんジュニア 福井県 5
MS5 明石 都希 あかし とき 大野ジュニア 福井県 5
MS5 黒瀬 将希 くろせ まさき 大野ジュニア 福井県 5
MS5 渡 敦郎 わたり あつろう 勝山チャマッシュ 福井県 5
MS5 黄倉 颯真 おうくら そうま 勝山チャマッシュ 福井県 5
MS5 田本 吏輝 たもと りき スターキッズ磯部 福井県 5
MS5 田中 優斗 たなか ゆうと 森田ジュニア 福井県 5
MS5 武澤 愛太 たけざわ まなた 社西ジュニア 福井県 5
MS5 楠 知樹 くすのき ともき ＩＨＳジュニア 石川県 5
MS5 井口 圭大 いぐち けいた 大浦ジュニアクラブ 石川県 5
MS5 浅森 友陽 あさもり ともはる 大浦ジュニアクラブ 石川県 5
MS5 荒井 輝 あらい ひかる 金沢崎浦Wings 石川県 5
MS5 中川 怜 なかがわ れん 金沢崎浦Wings 石川県 5
MS5 浅村 碧生 あさむら あおい 金沢崎浦Wings 石川県 5
MS5 森  智彰 もり ともあき 金沢崎浦Wings 石川県 5
MS5 濱里 日向 はまり ひゅうが 金沢崎浦Wings 石川県 5
MS5 小林 柊野 こばやし しゅうや 金沢ジュニア 石川県 5
MS5 嶋田 陽斗 しまだ はると 金沢ジュニア 石川県 5
MS5 広瀬 達也 ひろせ たつや 金沢ジュニア 石川県 5
MS5 星野 遥斗 ほしの はると 金沢ジュニア 石川県 5
MS5 北川 優貴 きたがわ ゆうき 小松ジュニア 石川県 5
MS5 金﨑 瑛斗 かなさき あきと 小松ジュニア 石川県 5
MS5 西出 和生 にしで かずき 小松ジュニア 石川県 5
MS5 清野 大地 せいの だいち 小松ジュニア 石川県 5
MS5 麻井 啓資 あさい けいすけ 大徳ジュニア 石川県 5
MS5 渡辺 凌空 わたなべ りく 大徳ジュニア 石川県 5
MS5 煎田 智己 せんだ ともき 大徳ジュニア 石川県 5
MS5 大多 紘稀 おおた こうき 高松ジュニア 石川県 5
MS5 延田 隆治 のぶた りゅうじ 高松ジュニア 石川県 5
MS5 折池 萌々良 おりいけ ももろう 中央ジュニア 石川県 5
MS5 沢田 俊 さわだ さとし 中央ジュニア 石川県 5
MS5 丸山 拓海 まるやま たくみ 野々市ジュニア 石川県 5
MS5 乾 航輔 いぬい こうすけ 松任ジュニア 石川県 5
MS5 石本 藍利 いしもと あいと 美川湊ジュニア 石川県 5
MS5 鍜冶 駿樹 かじ しゅんき 美川湊ジュニア 石川県 5
MS5 河津 和冴 かわつ かずさ 美川湊ジュニア 石川県 5

MS6 三石 達万 みついし たつま 南木曽ジュニア 長野県 6
MS6 永森 一輝 ながもり かずき 各務原Jr 岐阜県 6
MS6 永縄 陽生 ながなわ はるき 各務原Jr 岐阜県 6
MS6 長谷川 海翔 はせがわ かいと 各務原Jr 岐阜県 6
MS6 曽我部 真暉 そがべ まさき 岐阜市Ｊｒ． 岐阜県 6
MS6 斉藤 駿 さいとう しゅん 五泉バンビーノ 新潟県 6
MS6 権平 大翔 ごんだいら ひろと五泉バンビーノ 新潟県 6
MS6 水口 晴天 みずぐち はるたかJBCふちゅう 富山県 6



MS6 辻口 陽貴 つじぐち はるき 上市バドスクール 富山県 6
MS6 本吉 椋 もとよし りょう 上市バドスクール 富山県 6
MS6 酒井 開陸 さかい かいり 上市バドスクール 富山県 6
MS6 大田 隼也 おおた しゅんや 高岡ジュニア 富山県 6
MS6 藤田 勇吾 ふじた ゆうご 高岡ジュニア 富山県 6
MS6 川田 耕太郎 かわだ こうたろう高岡ジュニア 富山県 6
MS6 野村 光河 のむら こうが 滑川ジュニア 富山県 6
MS6 春山 琉伊 はるやま りゅうい南条ジュニア 富山県 6
MS6 芝山 昌輝 しばやま まさき 南条ジュニア 富山県 6
MS6 吉田 敦哉 よしだ あつや 南砺ジュニア 富山県 6
MS6 森阪 直弘 もりさか なおひろ足羽小学校 福井県 6
MS6 幸河 大空 こうがわ つばさ 勝山チャマッシュ 福井県 6
MS6 三田村 太一 みたむら たいち 勝山チャマッシュ 福井県 6
MS6 佐野 拓斗 さの たくと スターキッズ磯部 福井県 6
MS6 田中 創大 たなか そうだい 春江ジュニア 福井県 6
MS6 小林 寿樹 こばやし じゅき 春江ジュニア 福井県 6
MS6 森 音斗 もり なりと 春江ジュニア 福井県 6
MS6 片山 大揮 かたやま たいき 社西ジュニア 福井県 6
MS6 伊藤 勇輝 いとう ゆうき 社南ジュニア 福井県 6
MS6 谷内 新汰 やち あらた ＩＨＳジュニア 石川県 6
MS6 前田 耀心 まえだ てるみ ＩＨＳジュニア 石川県 6
MS6 横山 彩人 よこやま あやと 内灘ジュニア 石川県 6
MS6 野村 昂生 のむら こうき 大浦ジュニアクラブ 石川県 6
MS6 羽村 崇希 はむら たかき J.cats 石川県 6
MS6 清水 智貴 しみず ともき OKジュニア 石川県 6
MS6 味舌 春希 あじした はるき オールエイジジュニア 石川県 6
MS6 中出 大翔 なかで ひろと オールエイジジュニア 石川県 6
MS6 今越 健太 いまこし けんた おしのジュニア 石川県 6
MS6 相田 歩輝 そうだ あゆき 金沢ジュニア 石川県 6
MS6 嶋 晃輝 しま こうき 小松ジュニア 石川県 6
MS6 向山 直希 むかいやま なおき新神田ジュニア 石川県 6
MS6 奥村 涼大 おくむら りょうだい大徳ジュニア 石川県 6
MS6 兼田 朝陽 かねだ あさひ 高松ジュニア 石川県 6
MS6 加戸 蓮槻 かと はづき 津幡ジュニア 石川県 6
MS6 中橋 一悠 なかはし ひゆう 中島ジュニア 石川県 6
MS6 矢知 健志 やち けんじ 能登町ジュニア 石川県 6
MS6 府中 希空 ふちゅう のあ 能登町ジュニア 石川県 6
MS6 藤谷 泰雅 ふじたに たいが 野々市ジュニア 石川県 6
MS6 西村 勇汰郎 にしむら ゆうたろう野々市ジュニア 石川県 6
MS6 宮本 和輝 みやもと かずき 野々市ジュニア 石川県 6
MS6 中渡瀬 充吉 なかわたせ みつき野々市ジュニア 石川県 6
MS6 大本 翔月 おおもと かづき 野々市ジュニア 石川県 6
MS6 米沢 智貴 よねざわ ともき 羽咋ジュニア 石川県 6
MS6 崎田 拓峰 さきた たくみ 羽咋ジュニア 石川県 6
MS6 滝井 宥登 たきい ゆうと 羽咋ジュニア 石川県 6



MS6 松岡 琳久 まつおか りんく 松任ジュニア 石川県 6
MS6 西村 歩 にしむら あゆむ 松任ジュニア 石川県 6
MS6 和久 海斗 わく かいと 美川湊ジュニア 石川県 6
MS6 井家 悠貴 いのいえ ゆうき 美川湊ジュニア 石川県 6

WS1 手塚 結萌乃 てづか ゆめの 風越BC 長野県 1
WS1 増田 夏 ますだ なつ 勝原ジュニア 兵庫県 0
WS1 中島 真央 なかじま まお JBCふちゅう 富山県 1
WS1 安村 紗来 やすむら さら 高岡ジュニア 富山県 1
WS1 瀬山 乃愛 せやま のあ 富山南ジュニア 富山県 1
WS1 大嶋 彩知那 おおしま いちな 足羽ジュニア 福井県 1
WS1 山崎 麦 やまざき むぎ 敦賀ジュニア 福井県 1
WS1 塚本 朱里 つかもと あかり 武生西スポ少 福井県 1
WS1 新田 悠月 にった ゆづき ＩＨＳジュニア 石川県 0
WS1 岡田 実空 おかだ みそら J.cats 石川県 1
WS1 小泉 林檎 こいずみ りんご オールエイジジュニア 石川県 1
WS1 河崎 愛羅 かわさき あいら 加賀市ジュニア 石川県 1
WS1 亀山 心和 かめやま こと 金沢崎浦Wings 石川県 0
WS1 廣瀬 香春 ひろせ こはる 大徳ジュニア 石川県 1
WS1 西村 愛生 にしむら めい 大徳ジュニア 石川県 1
WS1 煎田 亜花里 せんだ あかり 大徳ジュニア 石川県 1
WS1 橋本 佳奈 はしもと かな 津幡ジュニア 石川県 1
WS1 橋本 心美 はしもと ここみ 野々市ジュニア 石川県 1
WS1 大本 柚香 おおもと ゆずか 野々市ジュニア 石川県 1

WS3 手塚 陽菜乃 てづか ひなの 風越BC 長野県 2
WS3 矢崎 園華 やざき そのか TIJ長野 長野県 2
WS3 小松 結凜 こまつ ゆいり TIJ長野 長野県 2
WS3 青木 りりか あおき りりか 南木曽ジュニア 長野県 3
WS3 佐藤玲 さとうれい 阿賀野ジュニア 新潟県 2
WS3 渡邊暖花 わたなべほのか 阿賀野ジュニア 新潟県 2
WS3 佐藤 弥生 さとう やよい 白根エンゼルス 新潟県 3
WS3 東 華帆 あずま かほ JBCふちゅう 富山県 2
WS3 栁原 絢菜 やなぎはら あやな上市バドスクール 富山県 3
WS3 酒井 絵麻 さかい えま 上市バドスクール 富山県 3
WS3 朽木 輪子 くちき わこ 新湊ジュニア 富山県 3
WS3 伊東 真央 いとう まお 新湊ジュニア 富山県 3
WS3 河野 栞 こうの しおり 新湊ジュニア 富山県 2
WS3 加藤 里奈 かとう りな 新湊ジュニア 富山県 2
WS3 岡部 桜子 おかべ さくらこ 新湊ジュニア 富山県 2
WS3 吉田 美真 よしだ みま 高岡ジュニア 富山県 3
WS3 小山 莉央 こやま りお 高岡ジュニア 富山県 3
WS3 森 さくら もり さくら 水橋ジュニア 富山県 3
WS3 髙地 華恋 たかち かれん 足羽ジュニア 福井県 3
WS3 野口 結愛 のぐち ゆあ 足羽ジュニア 福井県 3
WS3 斎藤 蒼依 さいとう あおい Wing武生JBC 福井県 3
WS3 酒井 愛白 さかい ましろ 勝山チャマッシュ 福井県 3



WS3 瀧本 希美 たきもと のぞみ 勝山チャマッシュ 福井県 3
WS3 矢木 詩月 やぎ しづき 春江ジュニア 福井県 2
WS3 平井 杏佳 ひらい きょうか 武生西スポ少 福井県 3
WS3 寺尾 美咲 てらお みさき 武生西スポ少 福井県 3
WS3 山田 奈南 やまだ なな 武生西スポ少 福井県 2
WS3 林 あん菜 はやし あんな 武生西スポ少 福井県 2
WS3 谷川 由奈 たにかわ ゆな 武生西スポ少 福井県 3
WS3 松久 倖芽 まつひさ こうめ 武生西スポ少 福井県 2
WS3 久保寺 椎奈 くぼでら しいな 万葉ドリーム 福井県 3
WS3 髙嶋 莉奈 たかしま れな 森田ジュニア 福井県 3
WS3 近葉 心 ちかば こころ 社南ジュニア 福井県 3
WS3 岩永 唯那 いわなが ゆいな 社南ジュニア 福井県 3
WS3 西東 紅咲 さいとう くみら 大浦ジュニアクラブ 石川県 3
WS3 徳田 優衣 とくだ ゆい 大浦ジュニアクラブ 石川県 2
WS3 東 亜美 ひがし あみ J.cats 石川県 3
WS3 中川 碧 なかがわ あおい OKジュニア 石川県 3
WS3 沼 くるみ ぬま くるみ OKジュニア 石川県 2
WS3 宮崎 凛 みやざき りり オールエイジジュニア 石川県 3
WS3 勘傳 歩美 かんでん あゆみ オールエイジジュニア 石川県 2
WS3 福島 莉奈 ふくしま りな 加賀市ジュニア 石川県 2
WS3 高田 理央 たかだ りお 加賀市ジュニア 石川県 2
WS3 朝日 心陽 あさひ こはる 金沢崎浦Wings 石川県 3
WS3 竹中 心咲 たけなか みさき 金沢ジュニア 石川県 3
WS3 門村 愛唯 かどむら めい 金沢ジュニア 石川県 3
WS3 北 星乃花 きた ほのか 国府ジュニア 石川県 3
WS3 元角 瑠莉亜 げんかく るりあ 国府ジュニア 石川県 3
WS3 表 紗来 おもて さら 小松ジュニア 石川県 3
WS3 山下 來愛 やました くれあ 新神田ジュニア 石川県 3
WS3 赤池 正夏 あかいけ せいな 新神田ジュニア 石川県 3
WS3 前田 祐華 まえだ ゆうか 新神田ジュニア 石川県 2
WS3 山口 栞菜 やまぐち かんな 大徳ジュニア 石川県 3
WS3 齋藤 菜奈 さいとう なな 大徳ジュニア 石川県 3
WS3 本村 陽奈 もとむら ひな 大徳ジュニア 石川県 2
WS3 小川 愛海 おがわ あみ 大徳ジュニア 石川県 2
WS3 谷口 すず たにぐち すず 高松ジュニア 石川県 3
WS3 沢田知華 さわだ ちはな 中央ジュニア 石川県 2
WS3 山嶋千晴 やましま ちはる 中央ジュニア 石川県 3
WS3 織田 来瞳 おだ くるみ 津幡ジュニア 石川県 3
WS3 菅田 侑愛 すがた ゆあ 中島ジュニア 石川県 3
WS3 山本 怜 やまもと れい 中島ジュニア 石川県 3
WS3 新出 理央 しんで りお 能登町ジュニア 石川県 3
WS3 浦上 蒼彩 うらかみ あおい 野々市ジュニア 石川県 2
WS3 澤村 実玖 さわむら みく 野々市ジュニア 石川県 3
WS3 崎田 悠月 さきた ゆづき 羽咋ジュニア 石川県 2
WS3 本田 乙葉 ほんだ おとは 美川湊ジュニア 石川県 3
WS3 栄代 結子 えいよ ゆいこ 美川湊ジュニア 石川県 3
WS3 吉川 彩羽 よしかわ いろは 美川湊ジュニア 石川県 2



WS4 田近 愛梨 たぢか あいり TOB 長野県 4
WS4 峯坂 未空 みねさか みそら TIJ長野 長野県 4
WS4 森 遥菜 もり はるな 南木曽ジュニア 長野県 4
WS4 川村 詩織 かわむら しおり 小野Ｊｒ． 新潟県 4
WS4 山岸 ひな やまぎし ひな 坂井輪ジュニア 新潟県 4
WS4 佐々木 茉央 ささき まお 直江津JBC 新潟県 4
WS4 古西 葵衣 こにし あおい 勝原ジュニア 兵庫県 4
WS4 東 寛菜 あずま かんな JBCふちゅう 富山県 4
WS4 皆口 万笑 みなくち まえ JBCふちゅう 富山県 4
WS4 島 花音 しま かのん JBCふちゅう 富山県 4
WS4 大場 かえで おおば かえで 川原クラブ 富山県 4
WS4 藤田 雪乃 ふじた ゆきの 高岡ジュニア 富山県 4
WS4 内田 菜々美 うちだ ななみ 高岡ジュニア 富山県 4
WS4 明石 唯奈 あかし ゆな 高岡ジュニア 富山県 4
WS4 山口 稟 やまぐち りん 富山南ジュニア 富山県 4
WS4 佐伯 和奏 さえき わかな 滑川ジュニア 富山県 4
WS4 高橋 咲 たかはし さき 滑川ジュニア 富山県 4
WS4 河井 紗季 かわい さき 水橋ジュニア 富山県 4
WS4 河井 千紘 かわい ちひろ 水橋ジュニア 富山県 4
WS4 山内 舞華 やまうち まいか 水橋ジュニア 富山県 4
WS4 水元 蓮華 みずもと れんか 足羽ジュニア 福井県 4
WS4 森阪 真衣 もりさか まい 足羽ジュニア 福井県 4
WS4 木内 咲綾 きうち さあや 足羽ジュニア 福井県 4
WS4 森阪 美穂 もりさか みほ 足羽小学校 福井県 4
WS4 納村 藍衣 おさむら あい Wing武生JBC 福井県 4
WS4 前田 美桜 まえだ みお 大野ジュニア 福井県 4
WS4 三田村 緋奈 みたむら ひな 勝山チャマッシュ 福井県 4
WS4 中村 ひかり なかむら ひかり 勝山チャマッシュ 福井県 4
WS4 松田 仁衣菜 まつた にいな 金井学園ジュニア 福井県 4
WS4 川畑 朝未 かわばた あさみ 春江ジュニア 福井県 4
WS4 林 サラ はやし さら 武生西スポ少 福井県 4
WS4 廣木 杏衣 ひろき あい 武生西スポ少 福井県 4
WS4 松本 紗奈 まつもと さな 万葉ドリーム 福井県 4
WS4 勝田 このは かつだ このは 内灘ジュニア 石川県 4
WS4 新田 聖良 にった せら 内灘ジュニア 石川県 4
WS4 元屋 優芽 もとや ゆめ 内灘ジュニア 石川県 4
WS4 吉谷 花里菜 よしたに かりな 大浦ジュニアクラブ 石川県 4
WS4 西野 由夏 にしの ゆか 大浦ジュニアクラブ 石川県 4
WS4 髙畠 真輝 たかばたけ まき 大浦ジュニアクラブ 石川県 4
WS4 小杉 真由華 こすぎ まゆか J.cats 石川県 4
WS4 茂野 更沙 しげの さらさ OKジュニア 石川県 4
WS4 大塚 千里 おおつか ちさと OKジュニア 石川県 4
WS4 坪野 蒼那 つぼの そな 加賀市ジュニア 石川県 4
WS4 加納 菜月 かのう なつき 加賀市ジュニア 石川県 4
WS4 中村 明日香 なかむら あすか 金沢崎浦Wings 石川県 4
WS4 竹内 梨花 たけうち りんか 金沢ジュニア 石川県 4



WS4 山口 楓果 やまぐち ふうか 国府ジュニア 石川県 4
WS4 大桑 真美 おおくわ まみ 国府ジュニア 石川県 4
WS4 山田 仁智花 やまだ にちか 小松ジュニア 石川県 4
WS4 岡本 華帆 おかもと かほ 小松ジュニア 石川県 4
WS4 西本 葵 にしもと あおい 小松ジュニア 石川県 4
WS4 児玉 ひなた こだま ひなた 新神田ジュニア 石川県 4
WS4 進村 美結 しんむら みゆう 新神田ジュニア 石川県 4
WS4 本村 優奈 もとむら ゆうな 大徳ジュニア 石川県 4
WS4 和田 春菜 わだ はるな 大徳ジュニア 石川県 4
WS4 高崎 里緒 たかさき りお 高松ジュニア 石川県 4
WS4 藤川留那 ふじかわ るな 中央ジュニア 石川県 4
WS4 藤川留唯 ふじかわ るい 中央ジュニア 石川県 4
WS4 清水 琉々 しみず るる 津幡ジュニア 石川県 4
WS4 平野 瑠菜 ひらの るな 津幡ジュニア 石川県 4
WS4 宮谷 絆吏 みやたに あり 津幡ジュニア 石川県 4
WS4 向濵 心月 むこはま みづき 中島ジュニア 石川県 4
WS4 笹弥 真帆 ささや まほ 中島ジュニア 石川県 4
WS4 時長 莉央 ときなが りお 能登町ジュニア 石川県 4
WS4 寺下 乃愛 てらした のあ 能登町ジュニア 石川県 4
WS4 町端 千咲 まちばた ちさき 能登町ジュニア 石川県 4
WS4 西山 茉佑 にしやま まゆ 羽咋ジュニア 石川県 4
WS4 中野 結菜 なかの ゆいな 松任ジュニア 石川県 4
WS4 越田 琴音 こしだ ことね 松任ジュニア 石川県 4
WS4 水上 葉月 みずかみ はずき 松任ジュニア 石川県 4

WS5 小池 瑠奈 こいけ るな TIJ長野 長野県 5
WS5 青木 桜子 あおき さくらこ 南木曽ジュニア 長野県 5
WS5 足立 奈律 あだち なつ 各務原Jr 岐阜県 5
WS5 関谷 菜音 せきや なのん 各務原Jr 岐阜県 5
WS5 川田百華 かわたももか 阿賀野ジュニア 新潟県 5
WS5 松本愛菜 まつもとあいな 阿賀野ジュニア 新潟県 5
WS5 佐藤凛 さとうりん 阿賀野ジュニア 新潟県 5
WS5 渡邊 未来 わたなべ みく 小野Ｊｒ． 新潟県 5
WS5 高橋 晴香 たかはし はるか 五泉バンビーノ 新潟県 5
WS5 片桐 涼花 かたぎり すずか 白根エンゼルス 新潟県 5
WS5 葛西 美月 かさい みつき ﾄﾘｯｷｰﾊﾟﾝﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ岐阜県 5
WS5 皆口 多笑 みなくち たえ JBCふちゅう 富山県 5
WS5 坂本 優衣 さかもと ゆい JBCふちゅう 富山県 5
WS5 水野 真衣 みずの まい JBCふちゅう 富山県 5
WS5 南 ひより みなみ ひより JBCふちゅう 富山県 5
WS5 米山 果凜 よねやま かりん 上市バドスクール 富山県 5
WS5 武田 結衣 たけだ ゆい 上市バドスクール 富山県 5
WS5 川田 梨央 かわた りお 新湊ジュニア 富山県 5
WS5 朽木 晴菜 くちき はな 新湊ジュニア 富山県 5
WS5 清水 玲那 しみず れな 高岡ジュニア 富山県 5
WS5 源 里緒菜 みなもと りおな 高岡ジュニア 富山県 5
WS5 青山 憂香 あおやま ゆうか 富山南ジュニア 富山県 5



WS5 水谷 夏音 みずたに かのん 富山南ジュニア 富山県 5
WS5 竹之内 心海 たけのうち ここみ滑川ジュニア 富山県 5
WS5 谷内 優侑奈 やち ゆうな 南条ジュニア 富山県 5
WS5 谷内 優衣奈 やち ゆいな 南条ジュニア 富山県 5
WS5 樋口 司紗 ひぐち つかさ 南条ジュニア 富山県 5
WS5 深田 好 ふかだ このみ 南条ジュニア 富山県 5
WS5 中村 碧依 なかむら あおい 南砺ジュニア 富山県 5
WS5 中村 陽芭里 なかむら ひばり 水橋ジュニア 富山県 5
WS5 奥多 ひかる おくだ ひかる 水橋ジュニア 富山県 5
WS5 里麻 月渚 さとま るな 山室中部スポ少 富山県 5
WS5 吉川 さくら よしかわ さくら 横田ジュニア 富山県 5
WS5 笹原 羽妙 ささはら うた 足羽ジュニア 福井県 5
WS5 岩谷 麗奈 いわたに れいな Wing武生JBC 福井県 5
WS5 牧野 心愛 まきの ここな Wing武生JBC 福井県 5
WS5 南部 未緒 なんぶ みお 大野ジュニア 福井県 5
WS5 山王 楓香 さんのう ふうか 勝山チャマッシュ 福井県 5
WS5 瀧本 碧依 たきもと あおい 勝山チャマッシュ 福井県 5
WS5 塚本 里咲 つかもと りさ 武生西スポ少 福井県 5
WS5 山口 夏緒 やまぐち なお 万葉ドリーム 福井県 5
WS5 山口 茉緒 やまぐち まお 万葉ドリーム 福井県 5
WS5 小林 愛花 こばやし まなか 社南ジュニア 福井県 5
WS5 橋本 ひなた はしもと ひなた 社南ジュニア 福井県 5
WS5 中川 穂乃佳 なかがわ ほのか社南ジュニア 福井県 5
WS5 山本 奈都 やまもと なつ 大浦ジュニアクラブ 石川県 5
WS5 川縁 真衣 かわぶち まい 大浦ジュニアクラブ 石川県 5
WS5 早川 文菜 はやかわ あやな J.cats 石川県 5
WS5 中山 優里 なかやま ゆうり OKジュニア 石川県 5
WS5 堀口 奈祐 ほりぐち なゆ OKジュニア 石川県 5
WS5 伊谷 綾乃 いたに あやの OKジュニア 石川県 5
WS5 宮崎 寧 みやざき ねね オールエイジジュニア 石川県 5
WS5 勘傳 彩華 かんでん あやか オールエイジジュニア 石川県 5
WS5 山下 栞奈 やました かんな おしのジュニア 石川県 5
WS5 横井 実桜 よこい みお 金沢崎浦Wings 石川県 5
WS5 服部 未来 はっとり みらい 金沢ジュニア 石川県 5
WS5 森田 真帆 もりた まほ 金沢ジュニア 石川県 5
WS5 高畠 凛音 たかばたけ りおん金沢ジュニア 石川県 5
WS5 竹田 璃瑠 たけだ りる 国府ジュニア 石川県 5
WS5 元角 姫莉亜 げんかく きりあ 国府ジュニア 石川県 5
WS5 今泉 莉央 いまいずみ りお 小松ジュニア 石川県 5
WS5 多崎 未波 たさき みわ 大徳ジュニア 石川県 5
WS5 中尾 來未 なかお くるみ 大徳ジュニア 石川県 5
WS5 碓井 亜美 うすい あみ 高松ジュニア 石川県 5
WS5 北島 聖菜 きたじま せいな 高松ジュニア 石川県 5
WS5 高 理香心 たか りかこ 中央ジュニア 石川県 5
WS5 山本 莉奈 やまもと りな 津幡ジュニア 石川県 5
WS5 菅田 妃菜 すがた ひな 中島ジュニア 石川県 5
WS5 綱井 帆奈美 つない ほなみ 能登町ジュニア 石川県 5



WS5 中河 月佳 なかがわ つきか 野々市ジュニア 石川県 5
WS5 木下 果宥 きのした みひろ 野々市ジュニア 石川県 5
WS5 藤田 理愛 ふじた りな 松任ジュニア 石川県 5
WS5 熊岡 利織 くまおか りお 松任ジュニア 石川県 5
WS5 徳田 梨紗 とくだ りさ 松任ジュニア 石川県 5
WS5 松原 真央 まつばら まお 美川湊ジュニア 石川県 5
WS5 南部 琉叶伽 なんぶ るうか 美川湊ジュニア 石川県 5
WS5 俵 由香 たわら ゆか 美川湊ジュニア 石川県 5

WS6 代田 楓子 しろた ふうこ 風越BC 長野県 6
WS6 平野 詩音 ひらの しおん 小野Ｊｒ． 新潟県 6
WS6 相澤 咲良 あいざわ さくら 五泉バンビーノ 新潟県 6
WS6 金子 妃 かねこ きさき 五泉バンビーノ 新潟県 6
WS6 佐藤 琳 さとう りん 五泉バンビーノ 新潟県 6
WS6 松田 芽依 まつだ めい 坂井輪ジュニア 新潟県 6
WS6 土田 珠幹 つちだ みき 坂井輪ジュニア 新潟県 6
WS6 粕谷 美月 かすや みづき 坂井輪ジュニア 新潟県 6
WS6 長谷川 侑希 はせがわ ゆうき 坂井輪ジュニア 新潟県 6
WS6 宇賀田 美琴 うがた みこと 直江津JBC 新潟県 6
WS6 富山 紗帆 とみやま さほ 勝原ジュニア 兵庫県 6
WS6 井上 侑香奈 いのうえ ゆかな JBCふちゅう 富山県 6
WS6 松浦 朱歩 まつうら しゅほ 上市バドスクール 富山県 6
WS6 江口 実里 えぐち みのり 川原クラブ 富山県 6
WS6 大場 さくら おおば さくら 川原クラブ 富山県 6
WS6 前田 彩葉 まえだ いろは 新湊ジュニア 富山県 6
WS6 浦島 輝星 うらしま きら 新湊ジュニア 富山県 6
WS6 浜出 珠季 はまで たまき 高岡ジュニア 富山県 6
WS6 尾崎 楓 おざき かえで 高岡ジュニア 富山県 6
WS6 北野 侑希 きたの ゆうき 高岡ジュニア 富山県 6
WS6 山本 さくら やまもと さくら 富山南ジュニア 富山県 6
WS6 渡久山 千夏 とくやま ちなつ 南条ジュニア 富山県 6
WS6 島 凪沙 しま なぎさ 南条ジュニア 富山県 6
WS6 南 七聖 みなみ ななせ 南条ジュニア 富山県 6
WS6 中神 優華 なかがみ ゆか 南条ジュニア 富山県 6
WS6 杉浦 柚希 すぎうら ゆずき 南砺ジュニア 富山県 6
WS6 中島 乃愛 なかしま のあ 南砺ジュニア 富山県 6
WS6 中川 紗絵 なかがわ さえ 南砺ジュニア 富山県 6
WS6 富田 光咲 とみた みさき 南砺ジュニア 富山県 6
WS6 吉光 明理 よしみつ あかり 福野バドミントンスポ少富山県 6
WS6 尾島 楓果 おじま ふうか 水橋ジュニア 富山県 6
WS6 小原 有亜 おはら ありあ 水橋ジュニア 富山県 6
WS6 酒田 藍子 さかた あいこ 横田ジュニア 富山県 6
WS6 塩本 莉菜 しおもと りな 横田ジュニア 富山県 6
WS6 小泉 響 こいずみ ひびき Wing武生JBC 福井県 6
WS6 山口 実莉 やまぐち みのり 大野ジュニア 福井県 6
WS6 小田 飛鳥 おだ あすか 大野ジュニア 福井県 6
WS6 木田 恋菜 きだ ここな 勝山チャマッシュ 福井県 6



WS6 國吉 穂乃叶 くによし ほのか 勝山チャマッシュ 福井県 6
WS6 笠松 青夏 かさまつ せいか 勝山チャマッシュ 福井県 6
WS6 坪田 七香 つぼた ななか 春江ジュニア 福井県 6
WS6 西畑 夏菜 にしばた なな 春江ジュニア 福井県 6
WS6 瓜生 和奏 うりゅう わかな 春江ジュニア 福井県 6
WS6 瀬戸 暖乃香 せと ののか 春江ジュニア 福井県 6
WS6 佐々木 凜 ささき りん 春江ジュニア 福井県 6
WS6 平井 佐和 ひらい さわ 武生西スポ少 福井県 6
WS6 松久 呼幸 まつひさ こゆき 武生西スポ少 福井県 6
WS6 野村 春歌 のむら はるか 武生西スポ少 福井県 6
WS6 玉村 優美 たまむら ゆみ 万葉ドリーム 福井県 6
WS6 宮下 くる夢 みやした くるむ 万葉ドリーム 福井県 6
WS6 高松 音葉 たかまつ おとは 社南ジュニア 福井県 6
WS6 西脇 侑 にしわき ゆう 社南ジュニア 福井県 6
WS6 門井 愛子 かどい あいこ 社南ジュニア 福井県 6
WS6 高家 葉名 たかいえ はな 社南ジュニア 福井県 6
WS6 金﨑 百香 かなさき ももか YK2 福井県 6
WS6 勝田 苺 かつだ まい 内灘ジュニア 石川県 6
WS6 渡辺 涼花 わたなべ すずか 内灘ジュニア 石川県 6
WS6 山本 亜美 やまもと あみ 内灘ジュニア 石川県 6
WS6 瀬川 咲百 せがわ さと 大浦ジュニアクラブ 石川県 6
WS6 山本 未奈 やまもと みな 大浦ジュニアクラブ 石川県 6
WS6 馬場 菜乃香 ばば なのか 大浦ジュニアクラブ 石川県 6
WS6 土田 理桜 つちだ りお 大浦ジュニアクラブ 石川県 6
WS6 八尾 芹菜 やお せりな 大浦ジュニアクラブ 石川県 6
WS6 谷村 香優希 たにむら こゆき 大浦ジュニアクラブ 石川県 6
WS6 北 さくら きた さくら J.cats 石川県 6
WS6 山下 千尋 やました ちひろ J.cats 石川県 6
WS6 谷口 陽菜 たにぐち はるな OKジュニア 石川県 6
WS6 大塚 千尋 おおつか ちひろ OKジュニア 石川県 6
WS6 宮前 愛 みやまえ まな オールエイジジュニア 石川県 6
WS6 米丸 早良彩 よねまる さらさ オールエイジジュニア 石川県 6
WS6 西谷 康 にしや しずか おしのジュニア 石川県 6
WS6 金築  祥 かねつき さち 加賀市ジュニア 石川県 6
WS6 荒川 美登 あらかわ みんと 加賀市ジュニア 石川県 6
WS6 坪野 沙和 つぼの さわ 加賀市ジュニア 石川県 6
WS6 宮下 恭佳 みやした きょうか金沢崎浦Wings 石川県 6
WS6 石川 映里 いしかわ えり 金沢崎浦Wings 石川県 6
WS6 家村 桃寧 いえむら もね 金沢崎浦Wings 石川県 6
WS6 宮川 美空 みやかわ みく 金沢崎浦Wings 石川県 6
WS6 清水 咲来 しみず さき 金沢崎浦Wings 石川県 6
WS6 木村 優花 きむら ゆうか 金沢崎浦Wings 石川県 6
WS6 竹内 友梨 たけうち ゆり 金沢ジュニア 石川県 6
WS6 竹中 悠夏 たけなか ゆうか 金沢ジュニア 石川県 6
WS6 門村 美璃唯 かどむら みりい 金沢ジュニア 石川県 6
WS6 深谷 佳暖 ふかたに かのん 金沢ジュニア 石川県 6
WS6 北 優莉亜 きた ゆりあ 国府ジュニア 石川県 6



WS6 大桑 歩未架 おおくわ ふみか 国府ジュニア 石川県 6
WS6 清水 愛莉 しみず あいり 小松ジュニア 石川県 6
WS6 大田 珠羽 おおた しゅう 小松ジュニア 石川県 6
WS6 金﨑 美琴 かなさき みこと 小松ジュニア 石川県 6
WS6 梅田 真帆 うめだ まほ 小松ジュニア 石川県 6
WS6 北島 碧 きたじま あお 小松ジュニア 石川県 6
WS6 大山 陽菜乃 おおやま ひなの 新神田ジュニア 石川県 6
WS6 山城 優花 やましろ ゆうか 新神田ジュニア 石川県 6
WS6 山口 萌菜 やまぐち もえな 大徳ジュニア 石川県 6
WS6 田中 恵梨菜 たなか えりな 大徳ジュニア 石川県 6
WS6 林 穂乃香 はやし ほのか 高松ジュニア 石川県 6
WS6 沖野 幸叶 おきの さちか 高松ジュニア 石川県 6
WS6 中田 夏綺 なかだ なつき 高松ジュニア 石川県 6
WS6 高崎 陽梨 たかさき はるり 高松ジュニア 石川県 6
WS6 北 夕莉子 きた ゆりこ 中央ジュニア 石川県 6
WS6 橋本 唯 はしもと ゆい 津幡ジュニア 石川県 6
WS6 竹中 胡桃 たけなか くるみ 中島ジュニア 石川県 6
WS6 花田 月姫 はなだ るな 中島ジュニア 石川県 6
WS6 向濵 咲来 むこはま さくら 中島ジュニア 石川県 6
WS6 上野 心葉 うえの ここは 能登町ジュニア 石川県 6
WS6 山田 真実 やまだ まなみ 羽咋ジュニア 石川県 6
WS6 大坪 明鈴 おおつぼ あかり 松任ジュニア 石川県 6
WS6 永井 和樹 ながい わき 松任ジュニア 石川県 6
WS6 中野 華穂 なかの かほ 松任ジュニア 石川県 6
WS6 北谷内 光咲 きたやち みさき 松任ジュニア 石川県 6
WS6 多賀 時恵 たが このえ 松任ジュニア 石川県 6
WS6 吉田 陽萌 よしだ ひめ 美川湊ジュニア 石川県 6
WS6 吉川 羽音 よしかわ ねね 美川湊ジュニア 石川県 6
WS6 西川 夢叶 にしかわ ゆめか 美川湊ジュニア 石川県 6
WS6 岡島 胡桃 おかじま くるみ 美川湊ジュニア 石川県 6
WS6 吉田 萌 よしだ もえ 美川湊ジュニア 石川県 6
WS6 青木 遥叶 あおき はるか 美川湊ジュニア 石川県 6

合計　５７５名


