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35

大井 葉月 （乙川エール）

21

田中 依舞 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

5

中川 陽葵 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

60
58

伊藤 佑華 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

近藤 采奈 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

22

渡辺 彩七 （師勝ジュニア）

6

小林 紗也 （大野バドミントンジュニア）

44

稲熊 凛音 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

36

加藤 日和 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

23

板谷 想奈 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

7

井上 梨海 （大里東ジュニア）

55

小笠原 希 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

51

渡邉 花香 （知多南部バドミントンＪｒ．）

24

坂野 実紀 （くすの木スポーツ少年団）

8

三 浦 凛 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

45

井野 彩月花 （北山東山バドミントンクラブ）

37

宮本 紗季 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

25

山本 実生 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

9

古舘 美空 （師勝ジュニア）

62

二反田 稟花 （くすの木スポーツ少年団）

63
64

吉永 梨乃 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

26

竹内 葵衣 （大野バドミントンジュニア）

10

金野 希咲 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

46

山本 樹実 （たんぽぽバドミントンクラブ）

38

西村 汐織 （はりーあっぷジュニア）

27

森下 和子 （師勝ジュニア）

11

山口 結楓 （くすの木スポーツ少年団）

56

小林 礼奈 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

52

草野 佑季 （師勝ジュニア）

28

中川 音華 （知多南部バドミントンＪｒ．）

12

鷹羽 亜実 （北山東山バドミントンクラブ）

47

松下 優那 （はりーあっぷジュニア）

39

浦越 栞奈 （豊橋ジュニア）

29

加藤 のぞみ （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）

13

蟹江 咲月 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

61

鈴木 柚羽 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

59

中尾 心晴 （長久手ジュニアバドミントン部）

30

中川 美咲 （蒲郡ドロップス）

14

市村 玲七 （北山東山バドミントンクラブ）

48

梅田 心暖 （北山東山バドミントンクラブ）

40

熊谷 南虹 （たんぽぽバドミントンクラブ）

31

田中 結梨 （羽っ子ＣＬＵＢ）

15

安江 桃香 （大野バドミントンジュニア）

57

青田 優里愛 （師勝ジュニア）

53

鈴田 こころ （石ヶ瀬スポーツ少年団）

32

若杉 空花 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

16

新美 杏奈 （羽っ子ＣＬＵＢ）

49

冨田 紗来良 （くすの木スポーツ少年団）

41

岡田 わかな （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

33

縣 明日香 （はりーあっぷジュニア）

17

馬場 こころ （はりーあっぷジュニア）
三位決定戦
65

※試合進行上、試合の順番が変わる事がありますので、館内放送には十分ご注意ください。

