
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

高野 大翔６ 芦田 潤平５ 高桑 圭佑４ 成田 琉空６ 山岸 真羽５ 稲葉 愛莉４

(長岡大島) (ふらっとジュニア) (つばめインパクト) (ＳＳモンキー) (燕スポ少) (つばさＪＢＣ)

矢田 紬６ 矢部 童夢５ 小池 健大４ 荒木 美琴６ 内田 琳５ 佐藤 文香４

(プログレス) (ふらっとジュニア) (柏崎ジュニア) (阿賀野ジュニア) (はちみつJr) (はちみつJr)

長谷川 奏巧６ 今 遼介５ 笠松 照栄４ 鎌田 珠心６ 富樫 苺香月５ 山口 華奏４

(五泉バンビーノ) (はちみつJr) (つばさＪＢＣ) (阿賀野ジュニア) (新潟ジュニア) (小野Jr.)

簑口 茉遼６ 橘 邦斗５ 丸山 航生４ 和田 采芽６ 阿部 伶奈５ 田中 優羽３

(ふらっとジュニア) (栃尾ジュニア) (中野島ＪＢＣ) (ハッピー) (中野島ＪＢＣ) (白根エンゼルス)

亀井 琉惺６ 山田 蒼詩５ 本間 紬樹３ 山下 瑞葵６ 瀬戸 希昊５ 佐藤 寿芭４

(中野島ＪＢＣ) (五泉バンビーノ) (ハッピー) (宮浦スクール) (宮浦スクール) (小野Jr.)

後藤 青空６ 菊田 倖士朗５ 大野 昊空４ 西山 夏月６ 諸橋 結南５ 植木 翠乙３

(佐渡ジュニア) (佐渡ジュニア) (阿賀野ジュニア) (燕スポ少) (見附スポ少) (柏崎ジュニア)

野瀬山 悠来６ 川崎 慶人５ 芦田 友哉２ 今井 陽毬６ 大沼 琉夏５ 中野 明凜４

(白根エンゼルス) (吉田ジュニア) (ふらっとジュニア) (新潟ジュニア) (新発田スポ少) (ハッピー)

市川 逞夢６ 小柳 太晟５ 武石 典弥４ 間 結衣６ 佐藤 千紗子５ 菊地 菜々子４

(柏崎ジュニア) (吉田ジュニア) (弥彦ジュニア) (ＶＥＲＴＥＸ) (阿賀野ジュニア) (佐渡ジュニア)

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

品田 莉希６ 遠海 佑樹５ 三澤 琥朱４ 佐藤 玲６ 玉木 清良５ 中村 美琴４

植木 伸弥６ 石原 凌駕５ 野村 証３ 渡辺 暖花６ 阿部 茉優佳５ 佐藤 仁南４

(柏崎ジュニア) (つばめインパクト) (栃尾ジュニア) (阿賀野ジュニア) (はちみつJr) (栃尾ジュニア)

松澤 侑也６ 大橋 皇希５ 吉野 由希４ 池田 結良６ 本間 莉緒５ 前田 仁愛４

佐々木 有６ 飯野 泰輔５ 曽根 成龍４ 冨田 咲羽６ 岩本 花５ 成澤 日彩４

(豊栄ジュニア) (直江津ＪＢＣ) (十日町) (柏崎ジュニア) (小野Jr.) (はちみつJr)

多田 壮希６ 高橋 空５ 小林 凌大４ 水澤 茉生６ 本間 胡桃５ 斎藤 ゆり乃４

野村 宝６ 柿﨑 光希５ 土田 瑛斗３ 水澤 芽生６ 丸山 りさ５ 川崎 沙菜４

(栃尾ジュニア) (ふらっとジュニア) (塚山ジュニア) (ＳＳモンキー) (神山ジュニア) (ＳＳモンキー)

伊藤 智悠６ 松村 蒼介４ 木澤 仁那６ 新宮 咲都５ 遠藤 瑠花４

梅川 颯太６ 大沢 虎太郎４ 笹川 茉愛６ 新宮 來都５ 遠藤 羽純４

(豊栄ジュニア) (はちみつJr) (はちみつJr) (直江津JBC) (阿賀野ジュニア)

田村 綾音５ 本間 由菜４

西村 心５ 本間 花菜４

(刈羽ジュニア) (佐渡ジュニア)

堀井 彩花６ 保科 満帆５ 小菅 詩月４

小柳 彩寧６ 清水 柚衣５ 山田 莉愛４

(つばめインパクト) (栃尾ジュニア) (プログレス)

石田 佑奈６ 清水 美蘭５ 荒木 李佳３

桑原 詩依６ 飯田 彩月５ 榎本 温心３

(はちみつJr) (柏崎ジュニア) (阿賀野ジュニア)

小川 拓人３ 大口 乃愛６ 橋本 柚希５ 桑原 愛美４

登坂 一喜４ 鬼山 寧々６ 橋本 紗希５ 有岡 優月４

(十日町) (刈羽ジュニア) (白根エンゼルス) (刈羽ジュニア)

第26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2年8月29日,五泉市総合会館)
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