
第１２回金沢ジュニアオープンバドミントン大会参加者名簿（女子）

種目 名前 ふりがな 所属チーム名 都道府県名 学年

WS1 藤城 百蘭 ふじしろ ももか 青梅ｼﾞｭﾆｱ 東京都 0

WS1 東影 雅音 ひがしかげ みおん 佐用BJC 兵庫県 1

WS1 古西 帆南 こにし はんな 勝原ジュニア 兵庫県 1

WS1 山田 結々 やまだ ゆゆ 勝原ジュニア 兵庫県 1

WS1 平谷 柚希 ひらたに ゆずき パンプキン 京都府 1

WS1 園田 愛桜 そのだ あいら ホワイトパンダース 京都府 1

WS1 折井 恵那 おりい けいな ウイニングショット 京都府 0

WS1 松田 和華 まつだ わか FANATIC 滋賀県 1

WS1 梅川 歩叶 うめかわ あゆか 豊栄ジュニア 新潟県 0

WS1 吉平 そら よしひら そら AC長野パルセイロBC 長野県 1

WS1 小平 紗愛 こだいら さちか AC長野パルセイロBC 長野県 1

WS1 渡辺 夢望 わたなべ ゆの AC長野パルセイロBC 長野県 0

WS1 篠原 歩果 しのはら あゆか オール佐久スポーツ少年団 長野県 1

WS1 舛田 舞羽 ますだ まう 高岡ジュニア 富山県 1

WS1 木下 沙南 きのした さな 高岡ジュニア 富山県 0

WS1 升谷 心暖 ますたに しのん JBCふちゅう 富山県 1

WS1 野崎 優月 のざき ゆづき 新湊カモンSC 富山県 1

WS1 柴田 聖梛 しばた せな 堀川南ジュニア 富山県 1

WS1 島 愛海 しま まなみ 南条ジュニア 富山県 1

WS1 安田 羽菜 やすだ はな 富山和合 富山県 1

WS1 芝田 英吏 しばた えり 富山和合 富山県 0

WS1 酒井 優那 さかい ゆうな 上市バドスクール 富山県 0

WS1 山口 桜音 やまぐち おと 上市バドスクール 富山県 1

WS1 田中 美羽 たなか みう 足羽ジュニア 福井県 1

WS1 西頭 杏夏 さいとう ももか リトルＪＢＣ 福井県 1

WS1 堀田 璃乃 ほりた りの 敦賀ジュニア 福井県 1

WS1 尾田 菜乃遥 びた なのは 国府ジュニア 石川県 1

WS1 田中 莉央 たなか りお 羽咋ジュニア 石川県 1

WS1 田中 伶奈 たなか れいな 金沢崎浦Wings 石川県 1

WS1 山本 楓 やまもと ふい 金沢崎浦Wings 石川県 1

WS1 高尾 諒穂 たかお あきほ 金沢崎浦Wings 石川県 1

WS1 廣川 詩花 ひろかわ はな 金沢崎浦Wings 石川県 0

WS1 山崎 愛栞 やまざき まなか 松任ジュニア 石川県 1

WS1 西野 紗穂 にしの さほ 松任ジュニア 石川県 1

WS1 北山 楓 きたやま かえで 松任ジュニア 石川県 1

WS1 板橋 美奈 いたばし みな 松任ジュニア 石川県 1

WS1 紅谷 梓 べにたに あずさ 新神田ジュニア 石川県 0

WS1 玉田 夢空 たまだ むく 新神田ジュニア 石川県 0

WS1 大橋 柚月 おおはし ゆずき 津幡ジュニア 石川県 1

WS1 栗﨑 心温 くりさき こはる 津幡ジュニア 石川県 1
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WS1 宮村 愛瑠 みやむら あいる 津幡ジュニア 石川県 1

WS1 岡本 心彩 おかもと のあ 小松ジュニア 石川県 1

WS1 世戸 蓮 せと れん 美川湊ジュニア 石川県 1

WS1 町田 莉紅 まちだ りこ 美川湊ジュニア 石川県 1

WS1 村上 真佳 むらかみ まなか 美川湊ジュニア 石川県 1

WS1 野川 柚奈 のがわ ゆずな 大浦ジュニアクラブ 石川県 1

WS1 安江 百々花 やすえ ももか 大浦ジュニアクラブ 石川県 1

WS1 澤村 眞緒 さわむら まお 野々市ジュニア 石川県 0

WS1 村本 絃羽 むらもと いとは 中央ジュニア 石川県 1

WS1 鹿野 栞 かの しおり 加賀市ジュニア 石川県 1

WS1 河崎 蕾音 かわさき れのん 加賀市ジュニア 石川県 1

WS1 福島 美莉 ふくしま みり 加賀市ジュニア 石川県 0

WS1 西 穂華 にし ほのか オールエイジジュニア 石川県 1

WS3 石川 るるう いしかわ るるう たなしＭＡＸＪｒ． 東京都 3

WS3 細木原 茉奈 ほそきばら まな Progress Jr. 千葉県 3

WS3 相原 乙芭 あいはら おとは 笹川ジュニア 三重県 3

WS3 平谷 夏希 ひらたに なつき パンプキン 京都府 3

WS3 折井 礼佳 おりい れいか ウイニングショット 京都府 3

WS3 東村 江莉 ひがしむら えり FANATIC 滋賀県 3

WS3 爲房 柚貴 ためふさ ゆずき FANATIC 滋賀県 2

WS3 中村 紗菜 なかむら さな FANATIC 滋賀県 2

WS3 上林 未昊 かんばやし みそら FANATIC 滋賀県 2

WS3 久保 優佳 くぼ ゆうか 長森・日野SC 岐阜県 3

WS3 稲葉 愛莉 いなば あいり つばさＪＢＣ 新潟県 3

WS3 佐藤 陽菜 さとう ひな つばめインパクト 新潟県 3

WS3 吉平 栞奈 よしひら かんな AC長野パルセイロBC 長野県 3

WS3 矢萩 彩羽 やはぎ いろは AC長野パルセイロBC 長野県 2

WS3 松田 凛 まつだ りん 松川町ジュニアバドミントンクラブ 長野県 3

WS3 熊谷 光愛 くまがい みつあ 松川町ジュニアバドミントンクラブ 長野県 3

WS3 篠原 美結 しのはら みゆ オール佐久スポーツ少年団 長野県 3

WS3 岡村 望叶 おかむら のの オール佐久スポーツ少年団 長野県 2

WS3 今井 華穂 いまい かほ 高岡ジュニア 富山県 3

WS3 吉田 芽生 よしだ めい 高岡ジュニア 富山県 2

WS3 松田 夏芽 まつだ なつめ 高岡ジュニア 富山県 2

WS3 桶本 悠生 おけもと ゆう 高岡ジュニア 富山県 2

WS3 中松 彩葉 なかまつ いろは 立山ジュニア 富山県 2

WS3 大橋 あい おおはし あい 立山ジュニア 富山県 2

WS3 大石 結菜 おおいし ゆいな 立山ジュニア 富山県 2

WS3 西尾 実音 にしお みね 滑川ジュニア 富山県 3

WS3 皆口 八笑子 みなくち やえこ JBCふちゅう 富山県 3

WS3 東 若菜 あずま わかな JBCふちゅう 富山県 2
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WS3 山下 絢加 やました あやか JBCふちゅう 富山県 3

WS3 鈴木 沙弥 すずき さや JBCふちゅう 富山県 3

WS3 窪田 亜美 くぼた あみ 新湊ジュニア 富山県 3

WS3 濱谷 桜月 はまたに さつき 新湊ジュニア 富山県 2

WS3 加藤 佑奈 かとう ゆな 新湊ジュニア 富山県 2

WS3 浅野 楓歩 あさの かほ 堀川南ジュニア 富山県 3

WS3 廣田 優珠 ひろた ゆず 堀川南ジュニア 富山県 3

WS3 柴田 優来 しばた ゆら 堀川南ジュニア 富山県 2

WS3 吉田 茉優 よしだ まひろ 堀川南ジュニア 富山県 2

WS3 芝田 沙來 しばた さら 富山和合 富山県 3

WS3 谷 心絢 たに こはる 富山和合 富山県 2

WS3 永森 百々花 ながもり ももか 富山南Ｊｒ 富山県 3

WS3 立花 心桃 たちばな ここも 上市バドスクール 富山県 2

WS3 長田 諒 ながた りょう 井口ジュニア 富山県 3

WS3 細田 羽菜 ほそだ はな 森田ジュニア 福井県 2

WS3 源 杏菜 みなもと あんな スターキッズ磯部 福井県 3

WS3 秋山 優芽 あきやま ゆめ 三国ジュニア 福井県 3

WS3 水元 徠華 みずもと らいか 足羽ジュニア 福井県 3

WS3 西口 依織 にしぐち いおり 足羽ジュニア 福井県 3

WS3 髙木 結葉 たかぎ ゆいは 敦賀ジュニア 福井県 3

WS3 稲葉 菜奈 いなば なな 武生西スポ少 福井県 3

WS3 西出 妃愛乃 にしで ひなの 武生西スポ少 福井県 3

WS3 山田 咲奈 やまだ さな 武生西スポ少 福井県 2

WS3 長谷川 陽里 はせがわ あかり Ｗｉｎｇ武生ＪＢＣ 福井県 3

WS3 牧野 永愛 まきの なな Ｗｉｎｇ武生ＪＢＣ 福井県 2

WS3 林 陽々 はやし びび マスキッズ 福井県 2

WS3 山口 柚歩 やまぐち ゆずほ 国府ジュニア 石川県 3

WS3 尾田 心遥 びた ここは 国府ジュニア 石川県 3

WS3 盛田 彩心 もりた あこ 中島ジュニア 石川県 3

WS3 中村 梨央 なかむら りお 中島ジュニア 石川県 3

WS3 山田 虹來 やまだ にこ 中島ジュニア 石川県 3

WS3 原田 美菜 はらだ みな 羽咋ジュニア 石川県 3

WS3 谷内口 貴帆 やちぐち きほ 金沢崎浦Wings 石川県 3

WS3 亀山 心和 かめやま こと 金沢崎浦Wings 石川県 3

WS3 今川 紗那 いまかわ さな 金沢崎浦Wings 石川県 3

WS3 塩谷 紗子 しおたに さこ 金沢崎浦Wings 石川県 3

WS3 木森 里 きもり さと 七尾ジュニア 石川県 2

WS3 田代 茜 たしろ あかね 宇ノ気ジュニア 石川県 3

WS3 松田 遥音 まつだ はるね 宇ノ気ジュニア 石川県 2

WS3 髙倉 夢羽 たかくら ゆめは 津幡ジュニア 石川県 3

WS3 浅井 奏乃 あさい その 小松ジュニア 石川県 3
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WS3 北 羽純 きた はすみ 小松ジュニア 石川県 3

WS3 北村 陽向 きたむら ひなた 七塚ジュニア 石川県 2

WS3 塚本 奈優 つかもと なゆ 七塚ジュニア 石川県 3

WS3 榮代 絢子 えいよ あやこ 美川湊ジュニア 石川県 3

WS3 縄手 桜子 なわて さくらこ 美川湊ジュニア 石川県 3

WS3 赤井 柚月 あかい ゆづき 美川湊ジュニア 石川県 3

WS3 村井 志帆 むらい しほ 大浦ジュニアクラブ 石川県 3

WS3 田中 咲羽 たなか さわ 金沢ジュニア 石川県 2

WS3 渡邊 華子 わたなべ はなこ 金沢ジュニア 石川県 2

WS3 横山 結羽 よこやま ゆう 金沢ジュニア 石川県 2

WS3 西村 心春 にしむら こはる 野々市ジュニア 石川県 3

WS3 岩田 美紗希 いわた みさき 野々市ジュニア 石川県 2

WS3 新田 悠月 にった ゆづき I H Sジュニア 石川県 3

WS3 和田 優衣 わだ ゆい 大徳ジュニア 石川県 3

WS3 沢田 愛 さわだ まな 中央ジュニア 石川県 3

WS3 牧畠 楓果 まきばたけ ふうか 中央ジュニア 石川県 3

WS3 宮川 ゆな みやかわ ゆな 加賀市ジュニア 石川県 2

WS3 市田 暁梨 いちだ あかり 加賀市ジュニア 石川県 2

WS3 西 奏音 にし かのん オールエイジジュニア 石川県 3

WS3 山下 紗来 やました さら オールエイジジュニア 石川県 3

WS3 木村 結愛 きむら ゆあ 高松ジュニア 石川県 3

WS3 森山 葉月 もりやま はづき OKジュニア 石川県 2

WS3 山本 侑乃 やまもと ゆの OKジュニア 石川県 3

WS3 多田 初花 ただ ういか OKジュニア 石川県 3

WS3 鈴木 梨心 すずき りん shinshin 石川県 2

WS3 江波 由桜 えなみ ゆら shinshin 石川県 2

WS4 関田 郁帆 せきた かほ 出羽ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 埼玉県 4

WS4 手塚 咲結 てづか みゆ 出羽ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 埼玉県 4

WS4 古舘 美空 ふるたち みそら 共長小 愛知県 4

WS4 小林 佳依 こばやし かえ 佐用BJC 兵庫県 4

WS4 東影 胡音 ひがしかげ こと 佐用ジュニア 兵庫県 4

WS4 井上 ももこ いのうえ ももこ ホワイトパンダース 京都府 4

WS4 松田 知奈 まつだ ちな FANATIC 滋賀県 4

WS4 手塚 結萌乃 てづか ゆめの AC長野パルセイロBC 長野県 4

WS4 安村 紗来 やすむら さら 高岡ジュニア 富山県 4

WS4 青井 咲樹 あおい さき 高岡ジュニア 富山県 4

WS4 早川 莉央 はやかわ りお 滑川ジュニア 富山県 4

WS4 萩中 陽愛 はぎなか ひな 滑川ジュニア 富山県 4

WS4 伊尾 心音 いお みなり 水橋ジュニア 富山県 4

WS4 川﨑 咲耶香 かわさき さやか 水橋ジュニア 富山県 4

WS4 多賀 葵 たが あおい JBCふちゅう 富山県 4
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WS4 小林 凛咲 こばやし りさ JBCふちゅう 富山県 4

WS4 升谷 果暖 ますたに かのん JBCふちゅう 富山県 4

WS4 中根 望都三 なかね みつみ JBCふちゅう 富山県 4

WS4 佐藤 祐歩 さとう ゆうほ 新湊ジュニア 富山県 4

WS4 横山 奈美 よこやま なみ 堀川南ジュニア 富山県 4

WS4 柴田 怜依 しばた れい 堀川南ジュニア 富山県 4

WS4 稲元 花寧 いなもと はなね 南条ジュニア 富山県 4

WS4 谷 心結 たに みゆう 富山和合 富山県 4

WS4 井村 莉音 いむら りおん 富山和合 富山県 4

WS4 越 友愛 こし ゆあ 湖南クラブ 富山県 4

WS4 堀内 麻那 ほりうち まな 湖南クラブ 富山県 4

WS4 小林 友菜 こばやし ゆな 上市バドスクール 富山県 4

WS4 帰山 柚子 カエリヤマ ユウコ 万葉ドリーム 福井県 4

WS4 小松 桃子 コマツ モモコ 万葉ドリーム 福井県 4

WS4 山川 琴子 やまかわ ことこ 武生南 福井県 4

WS4 上野 日菜咲 うえの ひなき 社南ジュニア 福井県 4

WS4 大嶋 彩知那 おおしま いちな 足羽ジュニア 福井県 4

WS4 髙地 凜愛 たかち りのん 足羽ジュニア 福井県 4

WS4 北野 知花 きたの ちはな 足羽ジュニア 福井県 4

WS4 五十嵐 由理子 いがらし ゆりこ 足羽ジュニア 福井県 4

WS4 塚本 朱里 つかもと あかり 武生西スポ少 福井県 4

WS4 山口 天音 やまぐち あまね 勝山チャマッシュ 福井県 4

WS4 大南 夏々 おおみなみ なな 勝山チャマッシュ 福井県 4

WS4 山内 花穂 やまうち かほ 勝山チャマッシュ 福井県 4

WS4 横川 莉音 よこがわ りおん 国府ジュニア 石川県 4

WS4 宮下 亜月 みやした あづき 中島ジュニア 石川県 4

WS4 田中 友理 たなか ゆり 羽咋ジュニア 石川県 4

WS4 藤川 紗奈 ふじかわ さな 金沢崎浦Wings 石川県 4

WS4 譽田 美空 こんだ みく 金沢崎浦Wings 石川県 4

WS4 板橋 真佑 いたばし まゆ 松任ジュニア 石川県 4

WS4 三谷 星来 みたに せいら 松任ジュニア 石川県 4

WS4 西田 希愛 にしだ のあ 松任ジュニア 石川県 4

WS4 川渕 咲希 かわぶち さき 宇ノ気ジュニア 石川県 4

WS4 橋本 佳奈 はしもと かな 津幡ジュニア 石川県 4

WS4 西村 優杏 にしむら ゆあ 津幡ジュニア 石川県 4

WS4 町端 美月 まちばた みづき 能登町ジュニア 石川県 4

WS4 時長 莉世 ときなが りせ 能登町ジュニア 石川県 4

WS4 村上 結花 むらかみ ゆいか 美川湊ジュニア 石川県 4

WS4 平井 美桜利 ひらい みおり 美川湊ジュニア 石川県 4

WS4 西 葉月 にし はづき おしのジュニア 石川県 4

WS4 時岡 蒼依 ときおか あおい 大浦ジュニアクラブ 石川県 4
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WS4 廣瀬 綾夏 ひろせ あやか 金沢ジュニア 石川県 4

WS4 吉嶋 あい よしじま あい 金沢ジュニア 石川県 4

WS4 中田 怜那 なかだ れいな 金沢ジュニア 石川県 4

WS4 豊島 迪果 とよしま みちか 金沢ジュニア 石川県 4

WS4 橋本 心美 はしもと ここみ 野々市ジュニア 石川県 4

WS4 大本 柚香 おおもと ゆずか 野々市ジュニア 石川県 4

WS4 加藤 里桜 かとう りお 野々市ジュニア 石川県 4

WS4 寺井 千咲 てらい ちさき I H Sジュニア 石川県 4

WS4 廣瀬 香春 ひろせ こはる 大徳ジュニア 石川県 4

WS4 岡田 実空 おかだ みそら 中央ジュニア 石川県 4

WS4 木村 愛実 きむら あいみ 高松ジュニア 石川県 4

WS4 鷹栖 胡桃 たかのす くるみ J.cats 石川県 4

WS4 後藤 優乃 ごとう ゆの J.cats 石川県 4

WS4 松下 莉望 まつした りの 加賀市ジュニア 石川県 4

WS4 河崎 愛羅 かわさき あいら 加賀市ジュニア 石川県 4

WS4 森山 一花 もりやま いちか 加賀市ジュニア 石川県 4

WS4 山口 葵生 やまぐち あおい 加賀市ジュニア 石川県 4

WS4 早川 璃音 はやかわ りおん OKジュニア 石川県 4

WS4 川崎 美紗 かわさき みさ shinshin 石川県 4

WS5 山辺 彩由里 やまべ さゆり Progress Jr. 千葉県 5

WS5 畑中 彩花 はたなか あやか Progress Jr. 千葉県 5

WS5 沼田 妹子 ぬまた まいこ 出羽ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 埼玉県 5

WS5 梅山 侑奈 うめやま ゆきな 出羽ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 埼玉県 5

WS5 相原 菜芭 あいはら なのは 笹川ジュニア 三重県 5

WS5 山下 羽奈 やました はな 小俣バドミントンスポーツ少年団 三重県 5

WS5 山田 愛結 やまだ あゆ 勝原ジュニア 兵庫県 5

WS5 古西 風花 こにし ふうか 勝原ジュニア 兵庫県 5

WS5 井上 琴音 いのうえ ことね SJBC 兵庫県 5

WS5 園田 愛絆 そのだ りあな ホワイトパンダース 京都府 5

WS5 中村 紗良 なかむら さら FANATIC 滋賀県 5

WS5 中島 綺星 なかしま きらら アメリカンベイプジュニア 岐阜県 5

WS5 木全 希羽 きまた ののは 岐南 岐阜県 5

WS5 竹島 みさと たけしま みさと 岐南 岐阜県 5

WS5 山下  真依 やました まい OKB 岐阜県 5

WS5 手塚 陽菜乃 てづか ひなの AC長野パルセイロBC 長野県 5

WS5 本江 蒼 ほんごう あお 高岡ジュニア 富山県 5

WS5 木下 梨 きのした りん 立山ジュニア 富山県 5

WS5 岡田 琉愛 おかだ るな 立山ジュニア 富山県 5

WS5 上野 妃世 うえの ひなせ 立山ジュニア 富山県 5

WS5 渋谷 爽凪 しぶたに そな 滑川ジュニア 富山県 5

WS5 小原 絵蓮 おはら えれん 水橋ジュニア 富山県 5
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WS5 東 華帆 あずま かほ JBCふちゅう 富山県 5

WS5 丸山 陽向 まるやま ひなた JBCふちゅう 富山県 5

WS5 青見 咲希 あおみ さき JBCふちゅう 富山県 5

WS5 中山 亜郁 なかやま あい JBCふちゅう 富山県 5

WS5 越井 美羽 こしい みう SC富山 富山県 5

WS5 加藤 里奈 かとう りな 新湊ジュニア 富山県 5

WS5 岡部 桜子 おかべ さくらこ 新湊ジュニア 富山県 5

WS5 河野 栞 こうの しおり 新湊ジュニア 富山県 5

WS5 土居 穂乃果 どい ほのか 新湊ジュニア 富山県 5

WS5 長谷川 琉衣 はせがわ るい 新湊カモンSC 富山県 5

WS5 松原 汐里 まつばら しおり 新湊カモンSC 富山県 5

WS5 廣田 雅 ひろた みやび 堀川南ジュニア 富山県 5

WS5 山田 紫音 やまだ しおん 南条ジュニア 富山県 5

WS5 西野 乃愛 にしの のあ 富山和合 富山県 5

WS5 麻生 梨央 あそう りお 富山和合 富山県 5

WS5 村岡 椛 むらおか もみじ 金井学園ジュニア 福井県 5

WS5 山形 優奈 やまがた ゆな 金井学園ジュニア 福井県 5

WS5 本谷 心楓 もとたに もか 森田ジュニア 福井県 5

WS5 大嶋 彩也夏 おおしま あやか 足羽ジュニア 福井県 5

WS5 藤田 稚那 ふじた わかな 足羽ジュニア 福井県 5

WS5 西頭 橙海 さいとう ゆずみ リトルＪＢＣ 福井県 5

WS5 道司 光流 どうじ ひかる 敦賀ジュニア 福井県 5

WS5 山田 奈南 やまだ なな 武生西スポ少 福井県 5

WS5 西出 悠夏 にしで ゆうな 武生西スポ少 福井県 5

WS5 田中 紗彩 たなか さあや 武生西スポ少 福井県 5

WS5 稲葉 未緒 いなば みお 武生西スポ少 福井県 5

WS5 中野 愛弓 なかの あゆみ Ｗｉｎｇ武生ＪＢＣ 福井県 5

WS5 斉藤 綾 さいとう りょう 春江ジュニア 福井県 5

WS5 石塚 咲也香 いしづか さやか 勝山チャマッシュ 福井県 5

WS5 山王 朋香 さんのう ともか 勝山チャマッシュ 福井県 5

WS5 林 あん菜 はやし あんな マスキッズ 福井県 5

WS5 山崎 美空 やまざき みそら 木田ジュニア 福井県 5

WS5 寺谷 彩花 てらたに あやか 木田ジュニア 福井県 5

WS5 齋藤 文菜 さいとう ふみな 木田ジュニア 福井県 5

WS5 岩永 真佳 いわなが まなか 木田ジュニア 福井県 5

WS5 竹田 咲璃 たけだ さり 国府ジュニア 石川県 5

WS5 笹弥 夏帆 ささや かほ 中島ジュニア 石川県 5

WS5 崎田 悠月 さきた ゆづき 羽咋ジュニア 石川県 5

WS5 中塚 由奈 なかつか ゆな 羽咋ジュニア 石川県 6

WS5 田中 優花 たなか ゆうか 金沢崎浦Wings 石川県 5

WS5 猪嶋 慧 いのしま けい 金沢崎浦Wings 石川県 5
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WS5 林  歩美 はやし  あゆみ 金沢崎浦Wings 石川県 5

WS5 小酒 莉緒奈 こざか りおな 金沢崎浦Wings 石川県 5

WS5 木森 花 きもり はな 七尾ジュニア 石川県 5

WS5 小林 花音 こばやし かのん 七尾ジュニア 石川県 5

WS5 田中 風愛 たなか ふあ 七尾ジュニア 石川県 5

WS5 福永 いろは ふくなが いろは 松任ジュニア 石川県 5

WS5 前田 祐華 まえだ ゆうか 新神田ジュニア 石川県 5

WS5 紅谷 渚 べにたに なぎさ 新神田ジュニア 石川県 5

WS5 山口 藍果 やまぐち あいか 宇ノ気ジュニア 石川県 5

WS5 田代 小春 たしろ こはる 宇ノ気ジュニア 石川県 5

WS5 松田 絢音 まつだ あやね 宇ノ気ジュニア 石川県 5

WS5 山下 みか やました みか 宇ノ気ジュニア 石川県 5

WS5 坂口 花穏 さかぐち かのん 津幡ジュニア 石川県 5

WS5 蔵田 妃咲 くらた ひさき 小松ジュニア 石川県 5

WS5 北 蓮菜 きた れんな 小松ジュニア 石川県 5

WS5 吉川 彩羽 よしかわ いろは 美川湊ジュニア 石川県 5

WS5 南森 杏 みなみもり あん 美川湊ジュニア 石川県 5

WS5 阿部 希咲 あべ きさき 美川湊ジュニア 石川県 5

WS5 岩下 美凪 いわした みな 美川湊ジュニア 石川県 5

WS5 安田 希緒 やすだ ねお おしのジュニア 石川県 5

WS5 中谷 芽維 なかた にめい おしのジュニア 石川県 5

WS5 徳田 優衣 とくだ ゆい 大浦ジュニアクラブ 石川県 5

WS5 田口 紗花 たぐち さやか 大浦ジュニアクラブ 石川県 5

WS5 北口 柚奈 きたぐち ゆうな 大浦ジュニアクラブ 石川県 5

WS5 長谷 玲綾 ながや れあ 内灘ジュニア 石川県 5

WS5 宮本 真奈 みやもと まな 金沢ジュニア 石川県 5

WS5 渡邊 桃子 わたなべ ももこ 金沢ジュニア 石川県 5

WS5 中川 笑佳 なかがわ えみか 金沢ジュニア 石川県 5

WS5 浦上 蒼彩 うらかみ あおい 野々市ジュニア 石川県 5

WS5 卯尾 日菜子 うお ひなこ 野々市ジュニア 石川県 5

WS5 絹川 流加 きぬかわ るか 野々市ジュニア 石川県 5

WS5 本村 陽奈 もとむら ひな 大徳ジュニア 石川県 5

WS5 吉嶋 芽花 よしじま めいか 大徳ジュニア 石川県 5

WS5 谷内 美羽菜 やち みはな 大徳ジュニア 石川県 5

WS5 沢田 知華 さわだ ちはな 中央ジュニア 石川県 5

WS5 福島 莉奈 ふくしま りな 加賀市ジュニア 石川県 5

WS5 勘傳 歩美 かんでん あゆみ オールエイジジュニア 石川県 5

WS6 鈴木 日埜 すずき はるの 出羽ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 埼玉県 6

WS6 山本 和花 やまもと のどか 勝原ジュニア 兵庫県 6

WS6 井上 さくら いのうえ さくら ホワイトパンダース 京都府 6

WS6 平野 汐来 ひらの きよら つばさＪＢＣ 新潟県 6
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WS6 永井 麻琳 ながい まりん ＮＪクラブ 新潟県 6

WS6 山賀 衣央莉 やまが いおり 宮浦バドミントンスクール 新潟県 6

WS6 坂井 琴音 さかい ことね 宮浦バドミントンスクール 新潟県 6

WS6 宮澤 知花 みやざわ はるか ミンピーベーサー 長野県 6

WS6 光沢 真桜 こうざわ まお 高森スポ少 長野県 6

WS6 青木 りりか あおき りりか 南木曽ジュニア 長野県 6

WS6 下島 結羽 しもじま ゆう 南木曽ジュニア 長野県 6

WS6 吉田 美真 よしだ みま 高岡ジュニア 富山県 6

WS6 小山 莉央 こやま りお 高岡ジュニア 富山県 6

WS6 舛田 優羽 ますだ ゆう 高岡ジュニア 富山県 6

WS6 青山 和佳奈 あおやま わかな 立山ジュニア 富山県 6

WS6 土田 采来 つちだ さら 立山ジュニア 富山県 6

WS6 田中 里侑 たなか りゆ 立山ジュニア 富山県 6

WS6 斉藤 珀流 さいとう はる 立山ジュニア 富山県 6

WS6 宮崎 結衣 みやざき ゆい 滑川ジュニア 富山県 6

WS6 高井 夕奈 たかい ゆな 滑川ジュニア 富山県 6

WS6 五十嵐 愛依 いがらし めい JBCふちゅう 富山県 5

WS6 五十嵐 美怜 いがらし みれい JBCふちゅう 富山県 6

WS6 宮崎 璃子 みやざき りこ SC富山 富山県 6

WS6 伊東 真央 いとう まお 新湊ジュニア 富山県 6

WS6 濱谷 和桜 はまたに なぎさ 新湊ジュニア 富山県 5

WS6 若田 このみ わかた このみ 堀川南ジュニア 富山県 6

WS6 浅野 里颯 あさの りさ 堀川南ジュニア 富山県 6

WS6 澤田 沙彩 さわだ さあや 堀川南ジュニア 富山県 6

WS6 横山 藍美 よこやま あみ 堀川南ジュニア 富山県 6

WS6 山田 結愛 やまだ ゆあ 南条ジュニア 富山県 6

WS6 島 未咲 しま みさき 南条ジュニア 富山県 6

WS6 藪内 蝶咲 やぶうち ちさ 横田ジュニア 富山県 6

WS6 金山 芽生 かなやま めい 横田ジュニア 富山県 6

WS6 高木 帆夏 たかぎ ほのか 湖南クラブ 富山県 6

WS6 細田 眞音 ほそだ まの 湖南クラブ 富山県 6

WS6 栁原 絢菜 やなぎはら あやな 上市バドスクール 富山県 6

WS6 森 さくら もり さくら 上市バドスクール 富山県 6

WS6 酒井 絵麻 さかい えま 上市バドスクール 富山県 6

WS6 小林 真菜 こばやし まな 上市バドスクール 富山県 6

WS6 東 英里香 あずま えりか 井口ジュニア 富山県 6

WS6 今井 梨緒 いまい りお 井口ジュニア 富山県 6

WS6 石内 咲來 いしうち さくら 松本ジュニア 福井県 6

WS6 新井 紫温 あらい しおん 松本ジュニア 福井県 6

WS6 泉脇 花穏 いずわき かのん 大野ジュニア 福井県 6

WS6 浦野 唯愛 うらの ゆうな スターキッズ磯部 福井県 6
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WS6 近葉 心 ちかば こころ 社南ジュニア 福井県 6

WS6 髙地 華恋 たかち かれん 足羽ジュニア 福井県 6

WS6 柿木 結愛 かきのき ゆあ 足羽ジュニア 福井県 6

WS6 野口 結愛 のぐち ゆあ 足羽ジュニア 福井県 6

WS6 堀田 琉奈 ほりた るな 敦賀ジュニア 福井県 6

WS6 髙木 心葉 たかぎ ここは 敦賀ジュニア 福井県 6

WS6 髙間 和香奈 たかま わかな 立待BRジュニア 福井県 6

WS6 岩野 夏花 いわの ななは 立待BRジュニア 福井県 6

WS6 髙島 桃歌 たかしま ももか 立待BRジュニア 福井県 6

WS6 寺尾 美咲 てらお みさき 武生西スポ少 福井県 6

WS6 宮田 彩衣 みやた あい 武生西スポ少 福井県 6

WS6 山形 姫子 やまがた きこ Ｗｉｎｇ武生ＪＢＣ 福井県 6

WS6 斎藤 蒼依 さいとう あおい Ｗｉｎｇ武生ＪＢＣ 福井県 6

WS6 宮嶋 葵 みやじま あおい Ｗｉｎｇ武生ＪＢＣ 福井県 6

WS6 内田 詩織 うちだ しおり 勝山チャマッシュ 福井県 6

WS6 酒井 愛白 さかい ましろ 勝山チャマッシュ 福井県 6

WS6 瀧本 希美 たきもと のぞみ 勝山チャマッシュ 福井県 6

WS6 石塚 万祐 いしづか まゆ 勝山チャマッシュ 福井県 6

WS6 元角 瑠莉亜 げんかく るりあ 国府ジュニア 石川県 6

WS6 北 星乃花 きた ほのか 国府ジュニア 石川県 6

WS6 菅田 侑愛 すがた ゆあ 中島ジュニア 石川県 6

WS6 山本 怜 やまもと れい 中島ジュニア 石川県 6

WS6 朝日 心陽 あさひ こはる 金沢崎浦Wings 石川県 6

WS6 寺田 亜海 てらだ あみ 金沢崎浦Wings 石川県 6

WS6 髙桑 雫 たかくわ しずく 松任ジュニア 石川県 6

WS6 牧山 蒼 まきやま あおい 松任ジュニア 石川県 6

WS6 赤池 正夏 あかいけ せいな 新神田ジュニア 石川県 6

WS6 山下 來愛 やました くれあ 新神田ジュニア 石川県 6

WS6 門倉 更 かどくら さら 新神田ジュニア 石川県 6

WS6 織田 来瞳 おだ くるみ 津幡ジュニア 石川県 6

WS6 岩脇 絢香 いわわき あやか 津幡ジュニア 石川県 6

WS6 表 紗来 おもて さら 小松ジュニア 石川県 6

WS6 猪辺 こころ いのべ こころ 小松ジュニア 石川県 6

WS6 角 奈々夏 かど ななか 小松ジュニア 石川県 6

WS6 浅井 萌花 あさい もか 小松ジュニア 石川県 6

WS6 本田 乙葉 ほんだ おとは 美川湊ジュニア 石川県 6

WS6 榮代 結子 えいよ ゆいこ 美川湊ジュニア 石川県 6

WS6 赤井 美月 あかい みつき 美川湊ジュニア 石川県 6

WS6 新納 楓 しんのう かえで おしのジュニア 石川県 6

WS6 西東 紅咲 さいとう くみら 大浦ジュニアクラブ 石川県 6

WS6 村田 ゆらら むらた ゆらら 大浦ジュニアクラブ 石川県 6
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WS6 滝谷 真奈 たきや まな 大浦ジュニアクラブ 石川県 6

WS6 中村 未菜 なかむら みな 大浦ジュニアクラブ 石川県 6

WS6 竹中 心咲 たけなか みさき 金沢ジュニア 石川県 6

WS6 久志 奈々華 くし ななは 金沢ジュニア 石川県 6

WS6 門村 愛唯 かどむら めい 金沢ジュニア 石川県 6

WS6 澤村 実玖 さわむら みく 野々市ジュニア 石川県 6

WS6 戸田 珠梨 とだ しゅり 野々市ジュニア 石川県 6

WS6 朝川 愛衣 あさかわ あい 野々市ジュニア 石川県 6

WS6 山口 栞菜 やまぐち かんな 大徳ジュニア 石川県 6

WS6 笹田 芽衣 しのだ めい 大徳ジュニア 石川県 6

WS6 紺谷 優永 こんたに ゆえ 大徳ジュニア 石川県 6

WS6 松原 まりあ まつばら まりあ 大徳ジュニア 石川県 6

WS6 佐久間 莉乃 さくま りの 中央ジュニア 石川県 6

WS6 山本 那優香 やまもと なゆか 中央ジュニア 石川県 6

WS6 山嶋 千晴 やましま ちはる 中央ジュニア 石川県 6

WS6 谷口 すず たにぐち すず 高松ジュニア 石川県 6

WS6 西田 佳芳 にしだ かほ 高松ジュニア 石川県 6

WS6 黒川 青波 くろかわ せいな 高松ジュニア 石川県 6

WS6 東 亜美 ひがし あみ J.cats 石川県 6

WS6 源大 朋香 げんだい ともか J.cats 石川県 6

WS6 横山 瑞季 よこやま みずき J.cats 石川県 6

WS6 宮崎 凛 みやざき りり オールエイジジュニア 石川県 6

WS6 南山 悠美花 みなみやま ゆみか オールエイジジュニア 石川県 6

WS6 大森 安珠 おおもり あんじゅ オールエイジジュニア 石川県 6

WS6 山下 仁瑚 やました にこ オールエイジジュニア 石川県 6

WS6 中川 碧 なかがわ あおい OKジュニア 石川県 6

WS6 森川 夏帆 もりかわ かほ OKジュニア 石川県 6


