
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

品田 莉希6 橘 邦斗5 三澤 琥朱4 佐藤 玲6 玉木 清良5 前田 仁愛4

植木 伸弥6 勝沼 和弘5 野村 証3 渡邊 暖花6 阿部 茉優佳5 佐藤 文香4

(柏崎ジュニア) (栃尾ジュニア) (栃尾ジュニア) (阿賀野ジュニア) (はちみつＪｒ) (はちみつＪｒ)

多田 壮希6 遠海 佑樹5 吉野 由希4 池田 結良6 本間 莉緒5 斎藤 ゆり乃4

野村 宝6 石原 凌駕5 曽根 成龍4 冨田 咲羽6 岩本 花5 川崎 沙菜4

(栃尾ジュニア) (つばめインパクト) (十日町バド少) (柏崎ジュニア) (小野ｊｒ.) (ＳＳモンキー)

簔口 茉遼6 高橋 空5 小池 健大4 木澤 仁那6 内田 琳5 中村 美琴4

矢部 童夢5 柿﨑 光希5 光井 楓真3 笹川 茉愛6 桑原 詩依5 佐藤 仁南4

(ふらっとジュニア) (ふらっとジュニア) (柏崎ジュニア) (はちみつＪｒ) (はちみつＪｒ) (栃尾ジュニア)

芦田 潤平6 小林 凌太4 鎌田 珠心6 橋本 柚希5 遠藤 瑠花4

工藤 悠煌6 土田 瑛斗3 荒木 美琴6 橋本 紗希5 遠藤 羽純4

(ふらっとジュニア) (塚山ジュニア) (阿賀野ジュニア) (白根エンゼルス) (阿賀野ジュニア)

川崎 大翔4 岡本 明純3

天野 悠斗2 権田 莉穂3

(ＳＳモンキー) (柏崎ジュニア)

水澤 茉生6 小菅 詩月4

水澤 芽生6 山田 莉愛4

(ＳＳモンキー) (プログレス)

成田 琉空6 稲垣 咲菜4

肥田 留依6 中村 梨央4

(ＳＳモンキー) (ＶＥＲＴＥＸ)

桑原 愛美4

有岡 優月4

(刈羽ジュニア)

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

男子シングルス
２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

女子シングル
ス２年生以下

山城 政人6 橘 邦斗5 小池 健大4 天野 愉斗2 佐藤 玲6 山岸 真羽5 佐藤 文香4 佐藤 理子2

(佐渡ジュニア) (栃尾ジュニア) (柏崎ジュニア) (ＳＳモンキー) (阿賀野ジュニア) (燕スポ少) (はちみつＪｒ) (栃尾ジュニア)

芦田 潤平5 矢部 童夢5 高桑 圭佑4 落合 真聖2 渡辺 暖花6 内田 琳5 稲葉 愛莉4 松本 麗羽2

(ふらっとジュニア) (ふらっとジュニア) (つばめインパクト) (五泉バンビーノ) (阿賀野ジュニア) (はちみつＪｒ) (つばさＪＢＣ) (柏崎ジュニア)

高野 大翔6 今 遼介5 笠松 照栄4 池田 康希2 成田 琉空6 本間 莉緒5 山口 華奏4 三澤 しあ1

(長岡大島ジュニア) (はちみつＪｒ) (つばさＪＢＣ) (阿賀野ジュニア) (ＳＳモンキー) (小野ｊｒ.) (小野ｊｒ.) (栃尾ジュニア)

矢田 紬6 川崎 慶人5 野村 証3 小池 翔太2 荒木 美琴6 玉木 清良45 田中 優羽3 前山 和奏2

(プログレス) (吉田ジュニア) (栃尾ジュニア) (阿賀野ジュニア) (阿賀野ジュニア) (はちみつＪｒ) (白根エンゼルス) (ふらっとジュニア)

簑口 茉遼6 小柴 大輝5 丸山 航生4 片桐 礼2 和田采芽6 富樫 苺香月5 佐藤 仁南4 光井 萌華1

(ふらっとジュニア) (ＶＥＲＴＥＸ) (中野島ＪＢＣ) (阿賀野ジュニア) (ハッピーバドミントン) (新潟ジュニア) (栃尾ジュニア) (柏崎ジュニア)

品田 莉希6 山田 蒼詩5 武石 典弥4 渡邊 千迅1 今井陽毬6 橋本 紗希5 荒木 李佳3 柿﨑 菜月1

(柏崎ジュニア) (五泉バンビーノ) (弥彦ジュニア) (阿賀野ジュニア) (新潟ジュニア) (白根エンゼルス) (阿賀野ジュニア) (ふらっとジュニア)

多田 壮希6 遠海 佑樹5 三澤 琥朱4 大谷 漣2 鎌田 珠心6 阿部 茉優佳5 中村 美琴4 遠山 咲実2

(栃尾ジュニア) (つばめインパクト) (栃尾ジュニア) (塚山ジュニア) (阿賀野ジュニア) (はちみつＪｒ) (栃尾ジュニア) (ＳＳモンキー)

長谷川 奏巧6 菊田 倖士朗5 吉野 由希4 佐藤 友哉1 池田 結良6 阿部 伶奈5 田口 野乃花４ 相馬 七彩2

(五泉バンビーノ) (佐渡ジュニア) (十日町バド少) (はちみつＪｒ) (柏崎ジュニア) (中野島ＪＢＣ) (はちみつＪｒ (柏崎ジュニア)

優　勝

準優勝

三　位

五位

第31回新潟県ジュニア小学生バドミントン大会 ダブルスの部(令和２年7月5-6日,柏崎市総合体育館)

優勝

準優勝

三　位

第31回新潟県ジュニア小学生バドミントン大会 シングルスの部(令和２年7月5-6日,柏崎市総合体育館)


