
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

クリハラ エイト チョウ ウ キノシタ アユム カネコ ソウタ

栗原 瑛虎 張 宇 木下 歩夢 金子 颯汰

(渋谷ジュニア[東京都]) (渋谷ジュニア[東京都]) (ＮＰ神奈川[神奈川県]) (市川ジュニアバドミントンクラブ[千葉県])

ヒジカタ エイスケ フクチ アオイ モリカワ リョウイチ スズキ アオト

土方 瑛介 福地 紺 森川 遼一 鈴木 蒼翔

(町田ジュニアバドミントンクラブ[東京都]) (藤代ジュニアバドミントンスポーツ少年団[茨城県]) (ハルトノクラブ[茨城県]) (舟島バドミントン[茨城県])

イイジマ シュウジ ムライ アサヒ ミナカワ リク イシウチ リュウシン

飯島 修二 村井 朝飛 皆川 陸 石内 龍信

(明野ちびっこバドミントンクラブ[茨城県]) (しばたシャトルモンキー[新潟県]) (宇都宮中央ジュニア[栃木県]) (神明ジュニア[群馬県])

カネコ エイ カワムラ ノリチカ シンカイ ユウト オオエ コウ

金子 栄 河村 宣親 新開 悠翔 大江 昊

(志木ジュニア[埼玉県]) (大里東ジュニア[愛知県]) (小平ジュニアバドミントンクラブ[東京都]) (所沢ジュニアバドミントンクラブ[埼玉県])

オノ ケント タナカ アユキ セイシュ ハルマ キリ イッサ

小野 絢登 田中 歩輝 清酒 悠真 桐 一紗

(町田ジュニアバドミントンクラブ[東京都]) (ＴＯＹＯＫＡＷＡ  Ｊｒ．Ｂ．Ｃ[愛知県]) (スリーセブンＪｒ[千葉県]) (ＴｅａｍＬａｃｋｅｒ[北海道])

タナカ リュウノスケ ドイ シュウト ヤン ショウミン ネモト カズキ

田中 隆之介 土肥 柊翔 楊 鍾茗 根本 一輝

(塩竈ジュニアバドミントンクラブ[宮城県]) (宇都宮中央ジュニア[栃木県]) (Ｓｅｌｆｉｓｈ[神奈川県]) (ＨＳＪｒ．[福島県])

ハセガワ スミト タカハシ シンゴ スギモト ヒビキ イトウ リョウヘイ

長谷川 純斗 髙橋 慎吾 杉本 響希 伊藤 稜平

(いばらきジュニアバドミントンクラブ[茨城県]) (池上ジュニアクラブ[東京都]) (インフィニティー[東京都]) (師勝ジュニア[愛知県])

シュトウ ハルト タカタ ハルナリ スズキ シズク コジマ ショウ

主藤 晴翔 高田 晴成 鈴木 雫 小島 翔

(塩竈ジュニアバドミントンクラブ[宮城県]) (スリーセブンＪｒ[千葉県]) (野々市ジュニア[石川県]) (出羽バドミンタンジュニアクラブ[埼玉県])

オグラ ユウセイ セキ ソラ タカイシ ユウム カサイ ダイキ

小倉 結生 関 昊 髙石 悠夢 笠井 大樹

(あけチャレ[茨城県]) (中野フレアＢＣ[長野県]) (ＬＥＶＥＬＩＮＧ  ＢＣ[群馬県]) (ｆｌａｐ[茨城県])

マツモト レナ コダマ サラ イマイ サラ ハラダ サワ

松本 玲奈 小玉 彩愛 今井 更 原田 紗羽

(ＮＰ神奈川[神奈川県]) (春日部白翔[埼玉県]) (ハルトノクラブ[茨城県]) (所沢ジュニアバドミントンクラブ[埼玉県])

カザワ ミウ スガ ナナミ コサカベ サキ ハットリ ヒナ

加澤 美羽 菅 七望 小坂部 紗希 服部 妃愛

(市川ジュニアバドミントンクラブ[千葉県]) (チャレンジャー[埼玉県]) (ハナマウイジュニア[東京都]) (チャレンジャー[埼玉県])

キタシマ ミク ナカタ オト カネカワ サキ ナカヤマ アヤナ

北島 美紅 中田 緒杜 金川 沙妃 中山 綾菜

(青梅ジュニア[東京都]) (小須戸バドミントンスポーツ少年団[新潟県]) (ハルトノクラブ[茨城県]) (前橋東[群馬県])

ミヤシタ アオナ タナカ ハナ ヤマグチ レイ ミチコシ ノア

宮下 蒼夏 田中 花和 山口 怜 道越 乃逢

(ＳＧＵバドミントンクラブ[愛知県]) (ＮＯＣＫ[愛知県]) (つばさＪＢＣ[新潟県]) (ＮＰ神奈川[神奈川県])

クラモチ ルナ タミヤ マナ フクイ ヒナコ キヨスケ アヤネ

倉持 月 田宮 真愛 福井 日向子 清祐 彩音

(ナイスショットバドミントンクラブ[茨城県]) (ＮＰ神奈川[神奈川県]) (練馬アドバンス[東京都]) (岩舟ジュニア[栃木県])

ヤマグチ マオ クリハラ リリナ ハンザワ ハナ サイトウ コハル

山口 真央 栗原 莉々奈 半澤 花 齋藤 小晴

(鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉県]) (所沢ジュニアバドミントンクラブ[埼玉県]) (大井沢バドミントン[茨城県]) (中道ジュニア[山梨県])

フジシロ モモカ コガ ミナ ミサワ シア キノシタ マユ

藤城 百蘭 古賀 海奈 三澤 しあ 木下 稀結

(青梅ジュニア[東京都]) (ふじみ野ジュニア[埼玉県]) (栃尾ジュニアバドミントンクラブ[新潟県]) (ＮＯＣＫＳ[東京都])

サトウ コハナ スズキ アキナ トオミネ マイ ハシモト ノイ

佐藤 心花 鈴木 あき菜 遠峰 真衣 橋本 望生

(塩竈ジュニアバドミントンクラブ[宮城県]) (致道バドミントンスポーツ少年団[山形県]) (あけチャレ[茨城県]) (つばさＪＢＣ[新潟県])

ワタナベ セレナ ハットリ サナ フカクシ ユイ サイトウ ユイナ

渡邊 世怜菜 服部 桜愛 深串 唯衣 齋藤 唯称

(大里東ジュニア[愛知県]) (チャレンジャー[埼玉県]) (練馬アドバンス[東京都]) (ＬＥＶＥＬＩＮＧ  ＢＣ[群馬県])

女子３年生単３位

女子２年生単１位

女子２年生単２位

女子２年生単３位

女子３年生単１位

女子３年生単２位

男子３年生単２位

男子３年生単３位

女子１年生単１位

女子１年生単２位

女子１年生単３位

男子１年生単３位

男子２年生単１位

男子２年生単２位

男子２年生単３位

男子３年生単１位

第７回関東ていがくねんオープン茨城
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三　　　　　　位

男子１年生単１位

男子１年生単２位


