
県№ 氏名 チーム名　(短縮表記) № 氏名 チーム名　(短縮表記) 県№ 氏名 チーム名　(短縮表記)

1 松井　繁和 社南ジュニア 1 吉田　茂昭　 美川湊ジュニア 1 朴木　政司 新湊ジュニア

2 小寺　弘員 松本ジュニア 2 越野　兵衛 美川湊ジュニア 2 朴木　洋子 新湊ジュニア

3 川田　昌弘 えちぜんジュニア 3 吉川 美希子 美川湊ジュニア 3 小池　洋央 新湊ジュニア

4 寺尾　剛 えちぜんジュニア 4 中松　章一 オールエイジJr 4 高木　亮徳 新湊ジュニア

5 川田 佳名子 えちぜんジュニア 5 星　明彦 松任ジュニア 5 不破　満 上市町ジュニア

6 三澤　智史 スターキッズ磯部 6 松原　宏明 松任ジュニア 6 篠村　幸治 上市町ジュニア

7 蔵屋敷 竜弘 スターキッズ磯部 7 西村　一剛 松任ジュニア 7 浦田　　祐一 富山和合

8 仲村　雅人 金井学園ジュニア 8 堀　博雄 中央ジュニア 8 椎名 瑛理香 富山和合

9 村岡　洋介 金井学園ジュニア 9 武田　恵子 中央ジュニア 9 灘　宏昌 新湊カモンSC

10 木嶋　克拡 武生西スポ少 10 岡田　直行 中央ジュニア 10 谷川　俊昭 新湊カモンSC

11 西　崇史 武生西スポ少 11 宮村　直弥 七尾ジュニア 11 高橋　一誠 新湊カモンSC

12 山田　奈実 武生西スポ少 12 南部　修一 ｍｉｎａｔｏ 12 三石　悟 新湊カモンSC

13 山田　洋次 Ｔ．ＬＩＴＴＬＥ 13 井家　洋 ｍｉｎａｔｏ 13 長谷川　清 新湊カモンSC

14 西頭　徳起 Ｔ．ＬＩＴＴＬＥ 14 多崎　心悟 shinshin 14 二川　大輔 新湊カモンSC

15 薮原　昌浩 Ｔ．ＬＩＴＴＬＥ 15 鈴木　薫 shinshin 15 佐伯　清明 豊田スポ少

16 山崎　裕 Ｔ．ＬＩＴＴＬＥ 16 新田　昭宏 shinshin 16 金山　良成 豊田スポ少

17 大塚　学 万葉ドリーム 17 松居　かおり TIJ石川 17 中川　亮 豊田スポ少

18 帰山　実代子 万葉ドリーム 18 北村　雅弥 TIJ石川 18 横川　昌幸 豊田スポ少

19 寺杣　茂和 Dream.Jr 19 青山　大吾 金沢ジュニア 19 楠木　鉄騎 滑川ジュニア

20 山形　知意 Dream.Jr 20 坂井 外喜男 金沢ジュニア 20 中田　聡 滑川ジュニア

21 田中　秀樹 Dream.Jr 21 坂井　文哉 金沢ジュニア 21 萩中　友和 滑川ジュニア

22 長谷川 正己 Dream.Jr 22 坂井　友哉 金沢ジュニア 22 新家　敏 滑川ジュニア

23 城野　将規 Dream.Jr 23  田中　直樹 金沢ジュニア 23 舛田　圭太 高岡ジュニア

24 斎藤　則彦 勝山チャマッシュ 24 林　剛 高松ジュニア 24 舛田　美保 高岡ジュニア

25 黄倉　一郎 勝山チャマッシュ 25 新谷　雅之 国府ジュニア 25 西本　幸夫 高岡ジュニア

26 上田　健吾 勝山チャマッシュ 26 辻　幸宏 国府ジュニア 26 安村　康介 高岡ジュニア

27 石田　亘 森田ジュニア 27 片糸　邦之 金沢崎浦 27 多賀　直人 堀川南ジュニア

28 毛利　猛夫 森田ジュニア 28 亀山　伸人 金沢崎浦 28 新田　智宏 堀川南ジュニア

29 鈴木　克欣 森田ジュニア 29 山田　一哉 金沢崎浦 29 柳田　和文 井口ジュニア

30 中川　恵一 敦賀アドバンス 30 宮下　直也 金沢崎浦 30 山田　奈美 井口ジュニア

31 葛葉　昌彦 大野ジュニア 31 塩谷　有美 金沢崎浦 31 長田　雅美 井口ジュニア

32 加藤　晃一 大野ジュニア 32 成清　恭智 小松ジュニア 32 今井　一雄 井口ジュニア

33 清水　栄規 大野ジュニア 33 成清　香里 小松ジュニア 33 金道　真一 井口ジュニア

34 重森　忍 春江ジュニア 34 枡野　泰弘 小松ジュニア 34 中島　悠也 JBCふちゅう

35 荒川　賢治 今立バドミントン 35 澤　昭夫 中島ジュニア 35 東　優 JBCふちゅう

36 永木　友也 今立バドミントン 36 松田　広美 中島ジュニア 36 小川　勝弘 JBCふちゅう

37 永木　涼夏 今立バドミントン 37 高見　佑介 中島ジュニア 37 南　正泰 JBCふちゅう

38 柳瀬　和之 今立バドミントン 38 水上　智 津幡ジュニア 38 恒川　圭子 JBCふちゅう

39 上木　直美 Ｗｉｎｇ武生 39 髙倉　功吉 津幡ジュニア 39 五十嵐　正和 JBCふちゅう

40 川端 久美子 Ｗｉｎｇ武生 40 大橋　史典 津幡ジュニア 40 恒川　諒太 JBCふちゅう

41 前川　由則 Ｗｉｎｇ武生 41 紺谷　侑希 津幡ジュニア 41 小池　仁志 立山ジュニア

42 木内　勇介 足羽ジュニア 42 池田　竜 津幡ジュニア 42 木下　浩一 立山ジュニア

43 市橋　英昭 足羽ジュニア 43 川渕　恭兵 津幡ジュニア 43 岩城　圭一 富山南ジュニア

44 田中　康雄 足羽ジュニア 44 井波　大介 津幡ジュニア 44 中谷　晋輔 富山南ジュニア

45 大嶋　貴子 足羽ジュニア 45 水上　陽子 津幡ジュニア 45 矢郷　将大 富山南ジュニア

46 46 橋本　志帆 津幡ジュニア 46 西川　泰良 富山南ジュニア

47 47 木村　正之 野々市ジュニア 47 島倉　直樹 富山南ジュニア

48 48 若狭　智 野々市ジュニア 48 清水　勝弘 富山飛翔ジュニア

49 49 駒井　慶子 野々市ジュニア 49 今市　彰 富山飛翔ジュニア

50 50 鍛冶 香名美 美川湊ジュニア 50

51 小松　竜也 石川県

52 鍛冶　寛之 石川県
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福井県 石川県 富山県
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