
男子シングル
ス６年生以下

男子シングル
ス５年生以下

男子シングル
ス４年生以下

女子シングル
ス６年生以下

女子シングル
ス５年生以下

女子シングル
ス４年生以下

佐藤 佑羽６ 松澤 侑也５ 芦田 潤平４ 佐藤 弥生６ 鎌田 珠心５ 山岸 真羽４

(豊栄ジュニア) (豊栄ジュニア) (ふらっとジュニア) (白根エンゼルス) (阿賀野ジュニア) (燕スポ少)

金子 隼６ 高野 大翔５ 橘 邦斗４ 永井 麻琳６ 荒木 美琴５ 内田 琳４

(五泉バンビーノ) (長岡大島) (栃尾ジュニア) (ＮＪクラブ) (阿賀野ジュニア) (はちみつJr)

羽賀 晴人６ 長谷川 奏巧５ 矢部 童夢４ 平松 心愛６ 池田 結良５ 玉木 清良４

(豊浦スペリオールズ) (五泉バンビーノ) (小須戸スポ少) (はちみつジュニア) (柏崎ジュニア) (はちみつJr)

中山 皓太６ 矢田 紬５ 今 遼介４ 山賀 衣央莉６ 今井 陽毬５ 大沼 琉夏４

(つばめインパクト) (プログレス) (はちみつJr) (宮浦スクール) (新潟ジュニア) (新発田スポ少)

佐久間 立宇６ 金井 蒼空５ 小柴 大輝４ 平野汐来６ 和田 采芽５ 中村 美琴３

(坂井輪ジュニア) (つばさＪＢＣ) (新津ジュニア) (つばさＪＢＣ) (ハッピークラブ) (栃尾ジュニア)

佐藤 大修６ 酒井 健斗５ 小池 健大３ 五十嵐 咲彩６ 冨田 咲羽５ 阿部 伶奈４

(宮浦スクール) (阿賀野ジュニア) (柏崎半田ＪＳＣ) (柏崎ジュニア) (柏崎ジュニア) (中野島ＪＢＣ)

中山 裕斗６ 野瀬山 悠来５ 高桑 圭佑３ 髙橋 祥花６ 田口 輪５ 稲葉 愛莉３

(佐渡ジュニア) (白根エンゼルス) (つばめインパクト) (十日町スポ少) (はちみつJr) (つばさＪＢＣ)

渡邉 大輝６ 菊地 祐透５ 山田 蒼詩４ 中野 玲那６ 内山 桃花５ 佐藤 寧々４

(ＳＳモンキー) (宮浦スクール) (五泉バンビーノ) (豊栄ジュニア) (越路ＪＢＣ) (栃尾ジュニア)

男子ダブルス
６年生以下

男子ダブルス
５年生以下

男子ダブルス
４年生以下

女子ダブルス
６年生以下

女子ダブルス
５年生以下

女子ダブルス
４年生以下

谷 刹那６ 品田 莉希５ 川崎 慶人４ 吉田 優里６ 佐藤 玲５ 本間 胡桃４

廣田 雄太６ 植木 伸弥５ 小柳 大晟４ 鷲尾 環菜６ 渡辺 暖花５ 丸山 りさ４

(つばめインパクト) (柏崎ジュニア) (吉田ジュニア) (はちみつJr) (阿賀野ジュニア) (神山ジュニア)

富所 芽生６ 佐々木 有５ 菊田 倖士朗4 佐藤 茉優６ 成田 琉空５ 阿部 茉優佳４

簔口 茉遼５ 市川 逞夢５ 磯部 耀４ 村中 天音６ 水澤 茉生５ 桑原 詩依４

(吉田ジュニア) (柏崎ジュニア) (佐渡ジュニア) (はちみつJr) (ＳＳモンキー) (はちみつJr)

小林 学人６ 多田 壮希５ 大橋 皇希４ 内田 理音来６ 水澤 芽生５ 新宮 咲都４

小平 夢叶６ 野村 宝５ 飯野 泰輔４ 坂井 涼風６ 肥田 留依５ 新宮 來都４

(岩室ジュニア) (栃尾ジュニア) (直江津ＪＢＣ) (柏崎ジュニア) (ＳＳモンキー) (直江津JBC)

猪股 祐太６ 伊藤 智悠５ 遠海 佑樹４ 丸山 あい６ 木澤 仁那５ 本間 莉緒４

長谷川 聡太６ 梅川 颯太５ 石原 凌駕４ 坂井 真子６ 石田 佑奈５ 岩本 花４

(新発田スポ少) (豊栄ジュニア) (つばめインパクト) (神山ジュニア) (はちみつJr) (小野Jr.)

桑原 さくら６ 橋本 柚希４

米山 日菜６ 橋本 紗希４

(越路JBC) (白根エンゼルス)

福田 和希６ 吉野 由希３ 前田 愛叶６ 渡辺 瑠愛４

草野 一洸６ 曽根 成龍３ 田中 莉央５ 田中 莉々花４

(はちみつJr) (十日町スポ少) (水原ジュニア) (神山ジュニア)

廣田 信仁６ 勝沼 和弘４ 酒井 綾夏６ 平賀 乃愛５ 佐藤 文香３

石原 駿希６ 三澤 琥朱３ 佐藤 乃衣６ 青木 涼５ 伊藤 愛菜３

(つばめインパクト) (栃尾ジュニア) (栃尾ジュニア) (こばどクラブ) (宮浦スクール)

平井 悠翔６ 武石 治翔５ 渡邉 藍椰６ 佐々木 陽愛５ 斎藤 ゆり乃３

南波 悠人６ 山田 鉄二５ 青山 千夏６ 高橋 心美５ 川崎 沙菜３

(見附スポ少) (弥彦ジュニア) (ＳＳモンキー) (水原ジュニア) (ＳＳモンキー)

準優勝

三　位

五　位

優　勝

準優勝

三　位

五　位

第25回北信越小学生バドミントン選手権大会 新潟県予選会(令和元年8月31日,五泉市総合会館)

優勝


