
JOCオリンピックカップ 第２７回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 参加選手名簿

ジュニア 男子ダブルス（ＢＤ） ジュニア 男子シングルス（ＢＳ） ジュニア 女子ダブルス（ＧＤ） ジュニア 女子シングルス（ＧＳ）
1 林 和弘・白川 拓磨 北海道 1 佐久間 浩平 北海道 1 坂本 幸乃・緒方 あゆみ 北海道 1 服部 あゆみ 北海道
2 亀岡 太郎・常磐 和宏 北海道 2 島谷 航平 北海道 2 小野寺 晴香・柴田 琴乃 北海道 2 鈴木 萌 北海道
3 谷口 徹・三谷 恒太 北海道 3 中木 広大 北海道 3 鐙 沙姫・松尾 薫乃 北海道 3 山家 ゆりか 北海道
4 佐久間 浩平・尾野 拓郎 北海道 4 高田 憲 北海道 4 堀田 彩美・岩鼻 舞 北海道 4 岡田 知夏 北海道
5 島谷 航平・中木 広大 北海道 5 渡部 大 北海道 5 佐藤 楓・畠山 亜裕子 青森 5 佐藤 楓 青森
6 常陰 愁平・白木 郁人 青森 6 櫻庭 弘貴 青森 6 石川 由実・岩渕 悠里亜 岩手 6 田中 志穂 青森
7 外川 真樹・玉山 駿 岩手 7 鈴木 友也 青森 7 松友 美佐紀・和島 恵愛 宮城 7 石畠 由美 岩手
8 宍戸 亮太・平山 泰揮 宮城 8 小山 眞 岩手 8 今野 あゆみ・脇野 利奈 宮城 8 松友 美佐紀 宮城
9 信太 智裕・千葉 隆太 秋田 9 宍戸 亮太 宮城 9 菊地 真美子・工藤 瑞紗 秋田 9 関羽 茜 宮城

10 三浦 貴大・齋藤 宏紀 山形 10 信太 智裕 秋田 10 原 茜・菅原 沙織 山形 10 菊地 真美子 秋田
11 大森 康平・大島 智彦 福島 11 大山 琢也 山形 11 篠田 未来・木戸 よし美 福島 11 齊藤 真優子 山形
12 齋藤 太一・佐藤 俊介 福島 12 大森 康平 福島 12 原田 なつみ・早川 紗保里 福島 12 篠田 未来 福島
13 浅野 敦史・森 滉一郎 茨城 13 櫻井 恵介 茨城 13 仲内 彩・山本 愛美 茨城 13 高木 美季 福島
14 小林 拓・鈴木 健太 栃木 14 村井 里樹 茨城 14 白井 千都・小林 美紀 栃木 14 木村 百花 福島
15 丸尾 亮太郎・中村 太郎 群馬 15 飯村 優詞郎 栃木 15 安野 仁美・茂木 美穂 群馬 15 浦谷 夏未 福島
16 星野 翔平・小林 晃 埼玉 16 丸尾 亮太郎 群馬 16 山田 真央・神中 成緒 埼玉 16 酒井 愛 茨城
17 岡本 拓磨・塚本 好喜 埼玉 17 中村 太郎 群馬 17 柳 麻美・大島 唯 千葉 17 福田 菜摘 栃木
18 浦井 唯行・松田 将斗 千葉 18 長谷川 達也 埼玉 18 飯高 沙彩・俣野 愛実 千葉 18 安野 仁美 群馬
19 鄭 圭介・高岡 透平 東京 19 星野 翔平 埼玉 19 山本 架奈子・中森 夕葵 東京 19 植木 実璃 埼玉
20 山本 翔太・小林 拓也 神奈川 20 竹内 宏気 埼玉 20 岡田 奏世・井筒 琴子 神奈川 20 三木 江里子 埼玉
21 小林 健太郎・丸山 修 山梨 21 奥墨 萌人 埼玉 21 三森 夏実・宮 美咲 山梨 21 横尾 咲希 千葉
22 伊藤 朋大・米田 健司 新潟 22 豊島 大地 埼玉 22 大湊 望・関川 容子 新潟 22 山本 架奈子 東京
23 奥原 大生・戸谷 直樹 長野 23 浦井 唯行 千葉 23 鈴木 歩望・太田 百香 長野 23 若松 優子 東京
24 山口 容正・村上 慎道 富山 24 高島 祥太 千葉 24 安田 若菜・塩澤 麻帆 富山 24 岡田 奏世 神奈川
25 南 淳也・吉森 司 石川 25 佐伯 優人 東京 25 髙橋 沙也加・古西 佳那子 富山 25 三森 夏実 山梨
26 鈴木 大貴・島田 賢 福井 26 間瀬 俊介 東京 26 河合 紫乃・塩澤 渚 富山 26 伊藤 友香 新潟
27 井口 卓也・山田 啓詢 静岡 27 山本 翔太 神奈川 27 三谷 美菜津・三納 英莉佳 石川 27 東城 碧 長野
28 樋渡 元志・上田 拓郎 愛知 28 小林 健太郎 山梨 28 石井 愛奈・山内 美郷 福井 28 髙橋 沙也加 富山
29 松本 憲人・東 優貴 三重 29 伊藤 朋大 新潟 29 加藤 静・櫻井 麻那 静岡 29 古西 佳那子 富山
30 戸﨑 徹・永田 智也 岐阜 30 廣川 拓巳 新潟 30 峰 歩美・與猶 くるみ 愛知 30 河合 紫乃 富山
31 平井 優也・三浦 昂 滋賀 31 藤巻 嵩寛 長野 31 城口 優里花・新玉 美里 愛知 31 三谷 美菜津 石川
32 松下 昇平・山本 翔太 京都 32 奥原 大生 長野 32 山中 美幸・櫻本 未帆 三重 32 三納 英莉佳 石川
33 大滝 直人・東野 圭悟 大阪 33 山口 容正 富山 33 苅谷 亜耶・脇田 潤奈 岐阜 33 村瀬 真祐 福井
34 佐藤 康志・中村 崇亮 大阪 34 村上 慎道 富山 34 本郷 由貴・山中 千里 滋賀 34 加藤 静 静岡
35 河合 勇飛・佐々木 健斗 大阪 35 荒木 隆宏 石川 35 高橋 真理・松本 茜 京都 35 城口 優里花 愛知
36 鈴木 雄一朗・一井 将人 兵庫 36 勝見 亮 福井 36 福万 尚子・阪口 智郁 大阪 36 峰 歩美 愛知
37 中西 秀次・土井 一歩 奈良 37 鈴木 大貴 福井 37 樋口 帆渚実・宮原 唯 大阪 37 篠谷 菜留 愛知
38 山東 俊介・尾方 裕樹 和歌山 38 関口 直挙 福井 38 内 小百合・原田 愛 兵庫 38 山中 美幸 三重
39 田中 良亮・林谷 悠貴 鳥取 39 稲葉 航平 静岡 39 小山 香菜・伊藤 ともみ 奈良 39 大迫 晴加 岐阜
40 山﨑 大嗣・大西 優貴 島根 40 藤田 康史 愛知 40 中野 由美・金川 優美 和歌山 40 苅谷 亜耶 岐阜
41 逢澤 良亮・奥本 大吾 岡山 41 浅井 豪太 愛知 41 井田 詩織・上前 知芙由 鳥取 41 翠簾屋 乃梨子 滋賀
42 土井 悠也・中村 祐一 広島 42 林 昂宏 愛知 42 山本 ゆかり・奥村 綾香 島根 42 高橋 真理 京都
43 青見 領・田村 翼 山口 43 池山 功一 三重 43 大林 百恵・角田 佳穂 岡山 43 中川 穂波 京都
44 木村 健太朗・山中 一浩 香川 44 戸﨑 徹 岐阜 44 松村 侑美・森嶋 志織 広島 44 窓場 由加奈 京都
45 弘田 昂・庄野 正博 徳島 45 平井 優也 滋賀 45 豊重 千尋・松本 百里香 山口 45 福万 尚子 大阪
46 岡村 大・新居 克哉 愛媛 46 岩﨑 将郎 京都 46 倉岡 愛里・柴村 真希 香川 46 阪口 智郁 大阪
47 福井 善紀・森岡 智博 高知 47 大滝 直人 大阪 47 水口 愛梨・若田 美沙 徳島 47 漆崎 真子 兵庫
48 松本 剛・川﨑 誠大 福岡 48 東野 圭悟 大阪 48 森賀 佳奈・樫栄 祥子 愛媛 48 小山 香菜 奈良
49 諸熊 剛明・大槻 政貴 佐賀 49 小高 拓也 大阪 49 杉本 悠・藤原 しおり 高知 49 伊藤 千明 和歌山
50 山田 斉・丸山 海斗 長崎 50 鈴木 雄一朗 兵庫 50 藤原 沙也加・市津 愛理 福岡 50 山本 理香 鳥取
51 坂中 賢太・嘉村 昌俊 熊本 51 松岡 弘樹 奈良 51 中野 美都紀・藤原 あすか 佐賀 51 山本 ゆかり 島根
52 中井 翔太・城野 雄太 熊本 52 荒木 友太 和歌山 52 田上 菜美子・吉村 裕那 長崎 52 濱崎 真衣 島根
53 甲斐 光・関 智裕 大分 53 青木 洋 鳥取 53 入田 祐華・深川 碧姫 熊本 53 伊丹 美佐子 岡山
54 渡邊 達哉・定宗 隆一郎 宮崎 54 山﨑 大嗣 島根 54 深川 星慧・井上 亜沙美 熊本 54 武田 佳那 広島
55 渡部 佑介・本多 貴博 宮崎 55 逢澤 良亮 岡山 55 岩本 典子・山本 恵理花 大分 55 久保 汐莉那 山口
56 下田 祥平・満園 智彬 鹿児島 56 長谷川 隆章 岡山 56 岩本 柚美・壽本 実里 宮崎 56 沖 理恵 山口
57 奥本 克真・金城 智大 沖縄 57 土井 悠也 広島 57 森山 晴捺・牧之瀬 絵里 鹿児島 57 平井 亜紀 香川

58 保木 紳吾 山口 58 上村 麻衣・上原 ちさと 沖縄 58 水口 愛梨 徳島
59 木村 健太朗 香川 59 藤本 陽奈 徳島
60 弘田 昂 徳島 60 若田 美沙 徳島
61 金森 優太 愛媛 61 森賀 佳奈 愛媛
62 岡村 優 高知 62 二神 智恵 愛媛
63 北原 光次郎 福岡 63 樫栄 祥子 愛媛
64 有冨 直人 佐賀 64 杉本 悠 高知
65 山口 凌司 長崎 65 室園 菜摘 福岡
66 坂中 賢太 熊本 66 西岡 沙紀 佐賀
67 嘉村 昌俊 熊本 67 小森 愛美 長崎
68 平山 涼介 熊本 68 田上 菜美子 長崎
69 甲斐 光 大分 69 吉村 裕那 長崎
70 渡邊 達哉 宮崎 70 青柳 佐紀 熊本
71 橋口 浩典 宮崎 71 山下 杏利 熊本
72 高山 皓 鹿児島 72 石松 美香 大分
73 奥本 克真 沖縄 73 西川 咲 宮崎

74 森山 晴捺 鹿児島
75 上村 麻衣 沖縄



ジュニア新人男子シングルス（ｂｓ） ジュニア新人女子シングルス（ｇｓ）
1 溝口 祐太 北海道 51 濱岡 航平 三重 1 牧野 怜奈 北海道 53 中村 恭子 三重
2 佐藤 満確 北海道 52 吉田 浩平 三重 2 島田 きらら 北海道 54 小林 加奈 三重
3 岩鼻 陽太郎 北海道 53 後藤 圭亮 岐阜 3 佐々木 柚里菜 北海道 55 上野 亜実 岐阜
4 玉置 智也 北海道 54 稲川 義樹 岐阜 4 大塚 葵 北海道 56 三輪 祐子 岐阜
5 細谷 優斗 北海道 55 三津川 剛史 滋賀 5 中村 幸 北海道 57 中村 朱里 滋賀
6 森 和也 北海道 56 河崎 駿輔 滋賀 6 白石 瑞稀 北海道 58 北村 毬乃 滋賀
7 水間 陽介 北海道 57 大狩 光貴 京都 7 大島 稚絵 北海道 59 岸上 紗帆 京都
8 海谷 慎吾 北海道 58 江口 侑輝 京都 8 桂 綾香 北海道 60 寺垣 光流 京都
9 三浦 光將 青森 59 松本 康平 大阪 9 村上 晃 青森 61 木戸 美咲 大阪
10 岡村 翼 青森 60 菊地 恭平 大阪 10 齊藤 久実 青森 62 名田 千晶 大阪
11 畠山 主税 岩手 61 宮丸 拓海 兵庫 11 齊藤 佳奈 岩手 63 杉野 文保 兵庫
12 菅原 慎也 岩手 62 原田 駿平 兵庫 12 玉山 巴 岩手 64 望月 菜生 兵庫
13 具志堅 興祐 宮城 63 花井 航 奈良 13 鳥居 彩乃 宮城 65 中村 真瑠美 奈良
14 小野寺 祐仁 宮城 64 疋田 聖也 奈良 14 小池 紗葉 宮城 66 和田 奈由 奈良
15 水ノ江 慎兵 秋田 65 花野 公輔 和歌山 15 菅生 愛也 秋田 67 山本 千夏 和歌山
16 山内 広大 秋田 66 福岡 祥平 和歌山 16 菊地 愛惟 秋田 68 西山 真理 和歌山
17 五十嵐 優 山形 67 的場 友宏 鳥取 17 森谷 麗 山形 69 三輪 早代 鳥取
18 加藤 壮竜 山形 68 林谷 理貴 鳥取 18 伊藤 実里 山形 70 畑 由衣香 鳥取
19 桃田 賢斗 福島 69 細田 慎二 島根 19 大堀 優 福島 71 八幡垣 聖奈 島根
20 松居 圭一郎 福島 70 井田 淳貴 島根 20 星 千智 福島 72 小山 朋恵 島根
21 稲光 勇太 茨城 71 福田 卓郎 岡山 21 深田 万里 茨城 73 加藤 美幸 岡山
22 島倉 賢太郎 茨城 72 武井 佑希哉 岡山 22 中川 楓香 茨城 74 赤澤 夏希 岡山
23 田山 祐也 栃木 73 山元 渉平 広島 23 大久保 敦美 栃木 75 酒瀬川 美波 広島
24 粂川 卓哉 栃木 74 国本 遼太郎 広島 24 高瀬 妃奈子 栃木 76 寺田 桃香 広島
25 高田 晃 群馬 75 近本 哲 山口 25 田村 郁恵 群馬 77 上野 貴瑛 山口
26 早乙女 拓也 群馬 76 桐田 啓吾 山口 26 篠田 希望 群馬 78 古賀 希 山口
27 井上 拓斗 埼玉 77 木村 大二朗 香川 27 柏原 奈弥 埼玉 79 安部 美里 香川
28 金子 祐樹 埼玉 78 小西 遥介 香川 28 渡邉 あかね 埼玉 80 松岡 那奈恵 香川
29 酒井 洋汰 千葉 79 水口 恭兵 徳島 29 柳 郁美 千葉 81 金森 望 徳島
30 田原 誓弥 千葉 80 伊藤 祐介 徳島 30 小松 鮎実 千葉 82 塚本 祥子 徳島
31 水島 浩太郎 東京 81 渡部 翔大 愛媛 31 池田 佳奈美 東京 83 伊東 歩雪 愛媛
32 小野寺 裕介 東京 82 松本 健吾 愛媛 32 荒木 真倫 東京 84 原 沙稀乃 愛媛
33 江川 隆一 神奈川 83 稲森 悠平 高知 33 仲井 由希乃 東京 85 森岡 さおり 高知
34 安部 裕太 神奈川 84 鍋島 達也 高知 34 甲斐 妃美子 神奈川 86 福留 千絵 高知
35 輿石 涼 山梨 85 松山 広豊 福岡 35 川田 瑠花 神奈川 87 中村 麻裕 福岡
36 樋口 優介 山梨 86 馬場 湧生 福岡 36 赤池 玲衣 山梨 88 松岡 英美 福岡
37 吉川 英太郎 新潟 87 森 亮太 佐賀 37 井上 菜月 山梨 89 宗 佐耶香 佐賀
38 武井 佑介 新潟 88 宮崎 亮太 佐賀 38 板垣 春花 新潟 90 石田 香蓮 佐賀
39 松井 秀人 長野 89 松村 健太 長崎 39 長崎 亜美 新潟 91 前田 悠希 長崎
40 太田 浩平 長野 90 佐藤 大樹 長崎 40 奥原 希望 長野 92 藤原 青依 長崎
41 麻井 恒宏 富山 91 西 智寛 熊本 41 鈴木 里穂 長野 93 永田 麗 熊本
42 山村 祐樹 富山 92 内田 裕太郎 熊本 42 小見山 彩 富山 94 廣田 彩花 熊本
43 日光 凌 石川 93 吉村 拓朗 大分 43 山口 ソヨカ 富山 95 葛城 愛美 大分
44 荒井 大輝 石川 94 姫野 仁 大分 44 長谷川 由季 石川 96 西田 麻莉 大分
45 木村 健人 福井 95 長倉 利貴 宮崎 45 立道 彩希 石川 97 宮崎 みなみ 宮崎
46 千京 拓寛 福井 96 小森園 大智 宮崎 46 山田 水基恵 福井 98 谷口 由夏 宮崎
47 小川 耕汰 静岡 97 野元 太貴 鹿児島 47 眞柄 友美 福井 99 今林 里沙 鹿児島
48 大場 雷 静岡 98 窪田 周斗 鹿児島 48 山口 茜 福井 100 杉本 彩華 鹿児島
49 峰 将大 愛知 99 大屋 季生 沖縄 49 太田川 真希 静岡 101 田場 愛佳 沖縄
50 高橋 佑典 愛知 100 上原 仁維斗 沖縄 50 山田 菜月 静岡 102 玉城 奈々 沖縄

51 小川 由香 愛知
52 峰 郁美 愛知


