
第7回愛川町小学生オープンバドミントン大会平成３０年１月２０日 愛川町第一号公園体育館

男子3年生以下シングルス
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渡邉 悠至 （青梅ジュニア）

松本 綾太朗 （宝木塚ジュニア）

山下 陸翔 （富士中央バドミントン）

井渕 史瑛 （サザンウイングス）

高橋 真生 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

岩佐 幸太郎 （八王子キッズバドラー）

堀川 真暉 （町田ジュニア）

宮本 陽瑠 （サザンウイングス）

四宮 光喜 （愛川ジュニア）

山下 瑛翔 （富士中央バドミントン）

臼井 瑛飛 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

福田 駿平 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

戸土 相汰 （サザンウイングス）

小金井 道斗 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

坂 口 功 （渋谷ジュニア）

土屋 和志 （八王子キッズバドラー）

志村 倫央 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

西山 絢兜 （富士中央バドミントン）

深野修斗 （Ｔｅａｍさくらんぼジュニア）

星野 諒太 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

和川 竜也 （小平ジュニア）

男子4年生シングルス
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田代 隼也 （汲沢ＢＣ）

松下 統哉 （ドルフィンズ）

吉 岡 響 （宝木塚ジュニア）

川﨑 航生 （ＮＰ神奈川）

田中 舜己 （所沢ジュニア）

須崎 渉吾 （町田ジュニア）

岡 部 翔 （綾瀬ジュニア）

根本 舜生 （綾瀬ジュニア）

田辺 耕大 （ドルフィンズ）

平野 真咲 （宝木塚ジュニア）

劉 嘉 人 （高洲ホープス）

椎名 倖太郎 （ひらつかジュニアＢＣ）

関口 快斗 （小平ジュニア）

永野 日彩 （広幡バドキッズ）

岡 村 陽 （綾瀬ジュニア）

白幡 朝輝 （高洲ホープス）

島岡 直輝 （青葉ジュニア）

櫻井 斗碧 （ドルフィンズ）

関戸 浩之介 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

酒井 悠太郎 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

水神 鉄心 （綾瀬ジュニア）

小宮 研人 （町田ジュニア）

米満 航大 （ドルフィンズ）

公文 翔虎 （ＮＰ神奈川）

深尾 優太 （宝木塚ジュニア）

男子5年生シングルス
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松川 健大 （青葉ジュニア）

庄司 匡輝 （所沢ジュニア）

関 煌太郎 （綾瀬ジュニア）

岩渕 心人 （小平ジュニア）

桃井 亮磨 （練馬アドバンス）

松岡 倖成 （ＮＰ神奈川）

竹本淳之介 （Ｔｅａｍさくらんぼジュニア）

髙橋 和希 （綾瀬ジュニア）

堀川 夢真 （町田ジュニア）

千田 莉史 （有馬こども会）

秋山 賢進 （チームＮシャトル）

武丸 侑樹 （渋谷ジュニア）

山縣 壮也 （宝木塚ジュニア）

竹下 直輝 （高洲ホープス）

森下 開登 （有馬こども会）

文珠川 友基 （チームＮシャトル）

四宮 悠貴 （愛川ジュニア）

平 吹 驍 （青梅ジュニア）

加藤 瑛之 （宝木塚ジュニア）

本多 健留 （富士中央バドミントン）

新藤 幸太郎 （汲沢ＢＣ）

師田 淳大 （チームＮシャトル）

金 澤 歩 （渋谷ジュニア）

植木 竜成 （綾瀬ジュニア）

三浦 大地 （青葉ジュニア）
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橋村 妃翔 （小平ジュニア）

綿貫 奏美 （平塚イーグレット）

笹川 結衣 （青梅ジュニア）

五十右 夕芽 （広幡バドキッズ）

山本 理紗 （所沢ジュニア）

水尻 茉那 （サザンウイングス）

平井 杏海 （ドルフィンズ）

浜崎 莉愛 （ＮＰ神奈川）

佐藤 空菜 （鴻巣アドバンス）

池田 苺華 （鎌ヶ谷ジュニア）

佐藤 つきみ （渋谷ジュニア）

大貫 諒葉 （愛川ジュニア）

屋代 咲季 （高洲ホープス）

山中 杏哩 （青梅ジュニア）

良知 さあや （広幡バドキッズ）

米満 紗彩 （ドルフィンズ）

松 戸 海 （所沢ジュニア）

吉本 琳音 （愛川ジュニア）

津崎 帆乃 （有馬こども会）

樋口 丹里 （野の花クラブ・ハート）

木川 華綸 （愛川ジュニア）

佐藤 乃亜 （片平ブレイヴ）

宮本 青璃 （サザンウイングス）

関 颯 華 （綾瀬ジュニア）

金澤 采子 （青梅ジュニア）

細谷 乃愛 （所沢ジュニア）

長谷 舞優 （ 羽 飛 ）

今村 柊香 （宝木塚ジュニア）

増澤 友葵乃 （所沢ジュニア）

渡邉 杏梨 （青梅ジュニア）

井澤 璃音 （平塚イーグレット）

長谷川 翼咲 （広幡バドキッズ）

金澤 優咲 （渋谷ジュニア）

山口 玲衣 （サザンウイングス）

須藤 夏希 （ＭＣジュニア）

白 石 青 （片平ブレイヴ）

小野高 美月 （小平ジュニア）

松 岡 和 （ＮＰ神奈川）

四宮 凛旺 （愛川ジュニア）

山﨑 ちはる （鎌ヶ谷ジュニア）

神本 真凪 （ドルフィンズ）

田中 四葉 （渋谷ジュニア）

森崎 葉名 （有馬こども会）

葛城 杏里 （片平ブレイヴ）

安間 心咲 （広幡バドキッズ）

山中 朱哩 （青梅ジュニア）

田口 美羽 （ＮＰ神奈川）

薗田 優奈 （青梅ジュニア）

柴山 萌花 （鎌ヶ谷ジュニア）

陸 麗 如 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

田中 依舞 （富士見ジュニアＢＣ）

柳川 莉音 （愛川ジュニア）

沼田 唯李 （所沢ジュニア）
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御後 なつみ （野の花クラブ・ハート）

鈴木 理沙 （青葉ジュニア）

秋葉 咲耶 （サザンウイングス）

山﨑 ひかる （鎌ヶ谷ジュニア）

野村 怜菜 （ＮＰ神奈川）

大竹 優笑 （平塚イーグレット）

中田 莉奈 （所沢ジュニア）

山根 美秋 （片平ブレイヴ）

藤本 花珠 （鎌ヶ谷ジュニア）

小澤 寧音 （高洲ホープス）

山本 桧菜 （愛川ジュニア）

松浦 歌音 （小平ジュニア）

金沢 つぼみ （宝木塚ジュニア）

富永 乙都 （富士中央バドミントン）

菅原 柚花 （鎌ヶ谷ジュニア）

綿貫 瑞香 （平塚イーグレット）

高橋 乃愛 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

江頭 柚風 （ＮＰ神奈川）

大嶽 真央 （小平ジュニア）

髙田 奈々実 （平塚イーグレット）

佐 藤 杏 （鎌ヶ谷ジュニア）

薗田 美優 （青梅ジュニア）

輿石 愛佳 （青葉ジュニア）

鈴木 萌翔 （富士中央バドミントン）

西野 綾華 （広幡バドキッズ）

田中 珠聡 （ 羽 飛 ）

今井 乃愛瑠 （小平ジュニア）

萩原 心花 （サザンウイングス）

柵木 はづき （渋谷ジュニア）

小金井 愛花 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

鈴木 美羽 （ＮＰ神奈川）

深野優奈 （Ｔｅａｍさくらんぼジュニア）

鈴 木 結 （鎌ヶ谷ジュニア）
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山口 祐香 （渋谷ジュニア）

佐藤 千風 （鴻巣アドバンス）

古賀 有紗 （平塚イーグレット）

厚見 佳枝 （有馬こども会）

土屋 明莉 （宝木塚ジュニア）

茶圓 彩花 （青葉ジュニア）

垣内 杏南 （所沢ジュニア）

大附 美翔 （ＮＰ神奈川）

永山佳暖 （Ｔｅａｍさくらんぼジュニア）

杉本 美咲 （富士中央バドミントン）

齊藤 愛子 （片平ブレイヴ）

井原 理緒 （広幡バドキッズ）

西田 咲紀 （片平ブレイヴ）

村上さくら （Ｔｅａｍさくらんぼジュニア）

丹 佑 月 （高洲ホープス）

石 坂 朱 （綾瀬ジュニア）

鈴木 あいり （鎌ヶ谷ジュニア）

高橋 優歩 （渋谷ジュニア）

入澤 美空 （小平ジュニア）

斉藤 杏奈 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

比留間 美尋 （サザンウイングス）

酒井 芽唯 （片平ブレイヴ）

上 野 凛 （青葉ジュニア）

岸田 南乃芭 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

窪田 理菜 （ドルフィンズ）

佐藤 ひより （渋谷ジュニア）

小 林 希 （片平ブレイヴ）

土屋和心美 （八王子キッズバドラー）

中野 真里 （鎌ヶ谷ジュニア）

田沢 花奈 （所沢ジュニア）

貞松 向日葵 （青葉ジュニア）

北見 歩実 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ）

岡田 歩叶 （平塚イーグレット）

小西彩花 （Ｔｅａｍさくらんぼジュニア）

田中 美衣 （ 羽 飛 ）

佐伯 雛恵 （練馬アドバンス）

佐々木 杏 （チームＮシャトル）

小杉 夏葉 （宝木塚ジュニア）

森 美葡 （サザンウイングス）

星野 結依 （高洲ホープス）

宮 川 晶 （片平ブレイヴ）

川﨑 俐奈 （鴻巣アドバンス）

北島 汐遥 （綾瀬ジュニア）

七澤芽唯 （Ｔｅａｍさくらんぼジュニア）

長谷川 幸咲 （広幡バドキッズ）


