
平成２２年５月９日　　五泉市総合会館

Ａクラス（5・6年）男子の部 Ａクラス（5・6年）女子の部

１位 藤田　啓汰　（阿賀野ジュニア） １位 小菅　留実　（阿賀野ジュニア）

２位 橋本　優　（つばさＪＢＣ） ２位 永井　瀬雰　（小野Ｊｒ）

３位 小林　悠人　（岩室ジュニア） ３位 栃本　ゆき乃　（小野Ｊｒ）

３位 大那　慎　（白根エンゼルス） ３位 松田　華蓮　（佐渡ジュニア）

　 　

Ｂクラス（3・4年）男子の部　 Ｂクラス（3・4年）女子の部　

１位 石塚　凌　　（阿賀野ジュニア） １位 韮澤　美羽　（小野Ｊｒ）

２位 石澤　樹　　（小野Ｊｒ） ２位 石田　有彩　（小野Ｊｒ）

３位 大滝　智春　（山北スポーツ少年団） ３位 五十嵐　温　（白根エンゼルス）

３位 阿部　竜也　（新潟ジュニア） ３位 石田　有紀乃　（小野Ｊｒ）

Ｃクラス（1・2年）男子の部　 Ｃクラス（1・2年）女子の部　

１位 目崎　駿太郎　（小野Ｊｒ） １位 長谷川　未来　（坂井輪ジュニア）

２位 武田　航太　（はちみつＪｒ） ２位 白井　楓伽　（五泉バンビーノ）

３位 矢田　武蔵　（プログレス） ３位 松山　祐実　（坂井輪ジュニア）

３位 佐藤　凌介　（三条ジュニア） ３位 豊島　ちあき　（五泉バンビーノ）

平成２２年８月１３～１５日　　熊本県八代市

Ａクラス男子の部　予選ブロック２位で予選通過 Ａクラス女子の部　予選ブロック１位で予選通過

藤田　啓汰　　２－０　　森田　新太郎（宮崎） 小菅　留実　　２－０　　古川　恵　（兵庫）

藤田　啓汰　　０－２　　渡辺　航貴（埼玉） 小菅　留実　　２－１　　藤原　あすか　（高知）

Ａクラス男子の部　決勝トーナメント Ａクラス女子の部　決勝トーナメント

1回戦 藤田　啓汰　　２－０　　大西　魁（三重） 2回戦 小菅　留実　　０－２　　高橋　明日香　（栃木）

2回戦 藤田　啓汰　　０－２　　山澤　直貴（大阪）

Ａクラス女子の部　予選ブロック１位で予選通過

Ｂクラス男子の部　予選ブロック３位で予選通過ならず 永井　瀬雰　　２－０　　筒井　いまり　（山口）

石塚　凌　　０－２　　寺島　颯大（宮城） 永井　瀬雰　　２－０　　近藤　弘美　（滋賀）

石塚　凌　　１－２　　梅田　悠太郎（愛知） Ａクラス女子の部　決勝トーナメント

2回戦 永井　瀬雰　　０－２　　吉岡　奈美　（香川）

Ｃクラス男子の部　予選ブロック１位で予選通過

目崎　駿太郎　　２－０　　地方　陸人（熊本） Ｂクラス女子の部　予選ブロック１位で予選通過

目崎　駿太郎　　２－０　　今川　拓海（島根） 韮澤　美羽　　２－０　　中原　ゆき　（鳥取）

目崎　駿太郎　　　２－０　　安井　渉陽（愛知） 韮澤　美羽　　２－０　　阿部　彩奈　（神奈川）

Ｃクラス男子の部　決勝トーナメント Ｂクラス女子の部　決勝トーナメント

1回戦 目崎　駿太郎　　２－０　　渡辺　俊祐（栃木） 2回戦 韮澤　美羽　　２－０　　関矢　芽紅　（三重）

2回戦 目崎　駿太郎　　２－０　　長谷川　祥大（岩手） 3回戦 韮澤　美羽　　１－２　　水井　ひらり　（奈良）

準々決勝目崎　駿太郎　　２－０　　毛利　隼人（南北海道）

準決勝 目崎　駿太郎　　１－２　　山崎　諒羽（千葉） Ｃクラス女子の部　予選ブロック２位で予選通過

目崎選手は3位 長谷川　未来　　０－２　　森川　すみれ　（秋田）

長谷川　未来　　２－０　　林　舞優　（山梨）

Ｃクラス女子の部　決勝トーナメント

１回戦 長谷川　未来　　２－１　　中島　朝陽　（熊本）

２回戦 長谷川　未来　　０－２　　井出野　綾花　（鳥取）

①　第11回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会新潟県予選会

②　第11回全国小学生ABCバドミントン大会



平成２２年６月５日　　阿賀野市ささかみ体育館

男子の部 女子の部

１位 阿賀野ジュニアバドミントンクラブ １位 小野Ｊｒバドミントンクラブ

２位 はちみつＪｒバドミントンクラブ ２位 阿賀野ジュニアバドミントンクラブ

３位 佐渡ジュニアバドミントンクラブ ３位 つばめインパクト

４位 中野島ＪＢＣバドミントンスポーツ少年団 ３位 はちみつＪｒバドミントンクラブ

平成２2年７月３0日～８月2日　　京都府長岡京市西山公園体育館

男子　予選リーグ 女子　予選リーグ

阿賀野ジュニア　１勝１敗　予選リーグ２位 小野Ｊｒバドミントンクラブ　　２勝０敗　予選リーグ１

阿賀野ジュニア　１－４　岡垣ジュニア（福岡） 小野Ｊｒ　　　４－１　羽球友の会大井川（静岡）　

阿賀野ジュニア　３－２　α野田ジュニア（千葉） 小野Ｊｒ　　　３－２　岡垣ジュニア（福岡）

はちみつＪｒ　　　０勝２敗　予選リーグ３位 阿賀野ジュニア　１勝１敗　予選リーグ２位

はちみつＪｒ　２－３　香川スクール（香川） 阿賀野ジュニア　３－２　師勝ジュニア（愛知）

はちみつＪｒ　２－３　チャレンジャー（埼玉） 阿賀野ジュニア　２－３　箕蚊屋ジュニア（鳥取）

男子決勝トーナメント 女子決勝トーナメント

進出チームなし １回戦 小野Ｊｒ　　　３－０　小俣町スポーツ少年団（三重）

準々決勝 小野Ｊｒ　　　３－２　塩竈ジュニア（宮城）　

準決勝 小野Ｊｒ　　　０－３　鳩ヶ谷ウイングス（埼玉）　

小野ジュニアは第３位

シングルスの部

平成２２年６月２７日　　リージョンプラザ上越

６年生以下男子シングルスの部　 ６年生以下女子シングルスの部　

１位 藤田　啓汰　（阿賀野ジュニア） １位 小菅　留実　（阿賀野ジュニア）

２位 橋本　　優　（つばさＪＢＣ） ２位 舘　美佐紀　（はちみつＪｒ）

３位 小林　悠人　（岩室ジュニア） ３位 松田　華蓮　（佐渡ジュニア）

３位 武田　涼馬　（十日町スポーツ少年団） ３位 青木　香織　（佐渡ジュニア）

５年生以下男子シングルスの部　 ５年生以下女子シングルスの部　

１位 五十嵐　秋斗　（はちみつＪｒ） １位 永井　瀬雰　（小野Ｊｒ）

２位 金子　優太　（山古志スポーツ少年団） ２位 上杉　優里　（豊栄ジュニア）

３位 高橋　玄　（中野島ＪＢＣ） ３位 長谷川　真子　（坂井輪ジュニア）

３位 鈴木　琢真　（三条ジュニア） ３位 水島　奏美　（柏崎ジュニア）

４年生以下男子シングルスの部　 ４年生以下女子シングルスの部　

１位 石澤　樹　　（小野Ｊｒ） １位 五十嵐　温　（白根エンゼルス）

２位 石塚　凌　　（阿賀野ジュニア） ２位 高山　理奈　（小須戸スポーツ少年団）

３位 大滝　智春　（山北スポーツ少年団） ３位 石井　亜海　（白根エンゼルス）

３位 小西　泰世　（五泉バンビーノ） ３位 小菅　民　　（阿賀野ジュニア）

　 　

２年生以下男子シングルスの部　 ２年生以下女子シングルスの部　

１位 目崎　駿太郎　（小野Ｊｒ） １位 長谷川　未来　（坂井輪ジュニア）

２位 武田　航太　（はちみつＪｒ） ２位 松山　祐実　（坂井輪ジュニア）

３位 矢田　武蔵　（プログレス） ３位 豊島　ちあき　（五泉バンビーノ）

３位 土田　琉聖　（新潟ジュニア） ３位 白井　楓伽　（五泉バンビーノ）

③　第26回若葉カップ全国小学生バドミントン大会　新潟県予選会

④　第26回若葉カップ全国小学生バドミントン大会　

⑤　第21回新潟県ジュニア小学生バドミントン大会　兼　第19回全国小学生選手権大会新潟県予選会



ダブルスの部

平成２２年９月５日　　新潟市鳥屋野総合体育館

６年生以下男子ダブルスの部 ６年生以下女子ダブルスの部

１位 大那　　慎 ・小林　隆作　組　（白根エンゼルス） １位 目崎　澪･栃本　ゆき乃　組　（小野Ｊｒ）

２位 佐藤　未来矢・常林坊　和希　組　（小須戸スポ少） ２位 長谷川ときわ・鷲尾夕夏　組（豊浦スペリオールズ）

３位 大﨑　広裕・寺尾　健太郎　組　（阿賀野ジュニア） ３位 山田　真未・佐藤　栞菜　組　（北鯖石ＪＢＣ）

３位 大口　一聖・大口　海斗　組　（つばさＪＢＣ） ３位 豊島さくら・白井梨香子　組　（五泉バンビーノ）

５年生以下男子の部 ５年生以下女子の部

１位 金田　琉偉・錦織　光　組　（阿賀野ジュニア） １位 関崎　真琴・大久保紗希　組　（つばめインパクト）

２位 斉藤　有輝・金子　奨也　組　（プラウ・バード・ジュニア） ２位 佐藤　　恵・齋藤　　成　組　（阿賀野ジュニア）

３位 月橋　恒紀・鴨下　汰輝　組　（北鯖石ＪＢＣ） ３位 赤池　あゆな・秋本　理恵　組　（はちみつＪｒ）

３位 海津　　旭・小林　尚人　組　（岩室ジュニア） ３位 吉田　優亜・榎本　　唯　組　（豊栄ジュニア）

４年生以下男子の部 ４年生以下女子の部

１位 山崎　汰一・三輪　泰輝　組　（はちみつＪｒ） １位 韮澤　美羽・石田　有彩　組　（小野Ｊｒ）

２位 石本　空・二村　春熙　組　（小須戸スポ少） ２位 石田　有紀乃・佐野　未海子　組　（小野Ｊｒ）

３位 石塚　稜梧・小林　悠斗　組　（阿賀野ジュニア） ３位 大泉　里沙・増田　紗也　組　（つばめインパクト）

３位 川端　春希・宇治　透磨　組　（佐渡ジュニア） ３位 山田　　栞・星川　夏渚　組　（田尻フェニックス）

平成２２年１０月２３日　　燕市体育センター

男子Aシングルスの部 男子Aダブルスの部

１位 橋本　　優　（つばさＪＢＣ） １位 大那　　慎 ・小林　隆作　組　（白根エンゼルス）

２位 藤田　啓汰　（阿賀野ジュニア） ２位 大﨑　広裕・寺尾　健太郎　組　（阿賀野ジュニア）

３位 小林　悠人　（岩室ジュニア） ３位 佐藤　未来矢・常林坊　和希　組　（小須戸スポ少）

３位 五十嵐　秋斗　（はちみつＪｒ） ３位 金田　琉偉・錦織　光　組　（阿賀野ジュニア）

　

女子Aシングルスの部　 女子Aダブルスの部

１位 小菅　留実　（阿賀野ジュニア） １位 目崎　澪･栃本　ゆき乃　組　（小野Ｊｒ）

２位 永井　瀬雰　（小野Ｊｒ） ２位 長谷川ときわ・鷲尾夕夏　組（豊浦スペリオールズ）

３位 舘　美佐紀　（はちみつＪｒ） ３位 山田　真未・佐藤　栞菜　組　（北鯖石ＪＢＣ）

３位 松田　華蓮　（佐渡ジュニア） ３位 豊島さくら・白井梨香子　組　（五泉バンビーノ）

男子Ｂシングルスの部 男子Ｂダブルスの部

１位 石澤　樹　　（小野Ｊｒ） １位 石本　空・二村　春熙　組　（小須戸スポ少）

２位 小西　泰世　（五泉バンビーノ） ２位 野口　空良・長場　優也　組　（新潟ジュニア）

３位 阿部　竜也　（新潟ジュニア） ３位 川端　春希・宇治　透磨　組　（佐渡ジュニア）

３位 澤潟　士以　（十日町スポーツ少年団） ３位 帆苅　優斗・武田　要汰　組　（はちみつＪｒ）

　

女子Ｂシングルスの部　 女子Ｂダブルスの部

１位 高山　理奈　（小須戸スポーツ少年団） １位 韮澤　美羽・石田　有彩　組　（小野Ｊｒ）

２位 五十嵐　温　（白根エンゼルス） ２位 石田　有紀乃・佐野　未海子　組　（小野Ｊｒ）

３位 大野　みる　（田尻フェニックス） ３位 星川　夏渚・佐藤　美花　組　（田尻フェニックス）

３位 石井　亜海　（白根エンゼルス） ３位 高橋　南帆・青柳　伽奈　組　（つばめインパクト）

　

⑦　ヨネックス杯争奪　第2９回新潟県小学生バドミントン大会

⑥　第21回新潟県ジュニア小学生バドミントン大会　兼　第19回全国小学生選手権大会新潟県予選会



平成２２年１１月２１日　　長岡市民体育館

６年生男子の部 ６年生女子の部

１位 岩室・小須戸合同チーム １位 小野Ｊｒ

２位 白根・豊浦合同チーム ２位 はちみつ・北鯖石合同チーム

３位 阿賀野ジュニアバドミントンクラブ ３位 豊浦・阿賀野合同チーム

５年生男子の部 ５年生女子の部

１位 阿賀野・はちみつ合同チーム １位 つばめ・豊栄合同チーム

２位 阿賀野・豊浦合同チーム

３位 新潟ジュニアバドミントンクラブ

３位 佐渡ジュニアバドミントンクラブ

４年生男子の部 ４年生女子の部

１位 阿賀野ジュニアバドミントンクラブＡ １位 田尻・北鯖石合同チーム

２位 小須戸・はちみつ合同チーム ２位 つばめ・坂井輪合同チーム

３位 佐渡ジュニアバドミントンクラブＡ ３位 小野・白根合同チーム

３位 新潟ジュニアバドミントンクラブ ３位 阿賀野ジュニアバドミントンクラブ

平成２２年１１月１３・１４日　千葉県野田市関宿総合公園体育館

男子の部 女子の部

選手 藤田　啓汰　・　大﨑　広裕　（阿賀野ジュニア）　 小菅　留実　（阿賀野ジュニア）　

橋本　優　（つばさＪＢＣ） 目崎　澪　・　栃本　ゆき乃　・　永井　瀬雰　（小野Ｊｒ）　

大那　慎　・小林　隆作　（白根エンゼルス） 長谷川　ときわ　・　鷲尾　夕夏　（豊浦スペリオールズ）

予選リーグ　2勝1敗で4・5・6位決定リーグへ 予選リーグ　2勝1敗で4・5・6位決定リーグへ

新潟県　１－２　千葉県 新潟県　２－１　神奈川県

新潟県　３－０　山梨県 新潟県　２－１　東京都

新潟県　２－１　群馬県 新潟県　１－２　栃木県

4・5・6位決定リーグ 4・5・6位決定リーグ

新潟県　２－１　栃木県 新潟県　３－０　愛知県

新潟県　２－１　埼玉県 新潟県　２－１　埼玉県

男子4位 女子4位

⑨　第11回関東小学生オープンバドミントン大会

⑧　第７回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会　兼　第22回北信越小学生大会新潟県予選会



平成22年10月2・3日　　新潟市東総合スポーツセンター

種　　　　　目 成　　績 種　　　　　目 成　　績

６年生以下男子シングルスの部 ６年生以下男子ダブルスの部

藤田　啓汰　（阿賀野ジュア） 第３位 大那　　慎 ・小林　隆作　組　（白根エンゼルス） 準優勝

橋本　優　　 （つばさＪＢＣ） ベスト８ 佐藤　未来矢・常林坊　和希組　（小須戸スポ少） ベスト８

小林　悠人　（岩室ジュニア） １回戦敗退 大﨑　広裕・寺尾　健太郎　組　（阿賀野ジュニア） ベスト８

武田　涼馬　（十日町スポ少） １回戦敗退 大口　一聖・大口　海斗　組　（つばさＪＢＣ） ベスト８

５年生以下男子シングルスの部 ５年生以下男子ダブルスの部

五十嵐　秋斗　（はちみつＪｒ） 第３位 金田　琉偉・錦織　光　組　（阿賀野ジュニア） １回戦敗退

金子　優太　（山古志スポ少） １回戦敗退 斉藤　有輝・金子　奨也　組　（プラウ・バード・ジュニア） １回戦敗退

高橋　　玄　（中野島ＪＢＣ） １回戦敗退 月橋　恒紀・鴨下　汰輝　組　（北鯖石ＪＢＣ） ベスト８

鈴木　琢真　（三条ジュニア） １回戦敗退 海津　　旭・小林　尚人　組　（岩室ジュニア） １回戦敗退

４年生以下男子シングルスの部 ４年生以下男子ダブルスの部

石澤　　樹　（小野Ｊｒ） ベスト８ 山崎　汰一・三輪　泰輝　組　（はちみつＪｒ） 第３位

石塚　　凌　（阿賀野ジュニア） ベスト８ 石本　空・二村　春熙　組　（小須戸スポ少） 第３位

大滝　智春　（山北スポ少） ベスト８ 石塚　稜梧・小林　悠斗　組　（阿賀野ジュニア） ベスト８

小西　泰世　（五泉バンビーノ） １回戦敗退 川端　春希・宇治　透磨　組　（佐渡ジュニア） １回戦敗退

６年生以下女子シングルスの部 ６年生以下女子ダブルスの部

小菅　留実　（阿賀野ジュニア） 第３位 目崎　澪･栃本　ゆき乃　組　（小野Ｊｒ） 優　勝

舘　美佐紀　（はちみつＪｒ） １回戦敗退 長谷川ときわ・鷲尾夕夏　組（豊浦スペリオールズ） 準優勝

松田　華蓮　（佐渡ジュニア） １回戦敗退 山田　真未・佐藤　栞菜　組　（北鯖石ＪＢＣ） １回戦敗退

青木　香織　（佐渡ジュニア） １回戦敗退 豊島さくら・白井梨香子　組　（五泉バンビーノ） １回戦敗退

５年生以下女子シングルスの部 ５年生以下女子ダブルスの部

永井　瀬雰　（小野Ｊｒ） 優　勝 関崎　真琴・大久保紗希　組　（つばめインパクト） １回戦敗退

上杉　優里　（豊栄ジュニア） 第３位 佐藤　　恵・齋藤　　成　組　（阿賀野ジュニア） １回戦敗退

長谷川　真子（坂井輪ジュニア） １回戦敗退 赤池　あゆな・秋本　理恵　組　（はちみつＪｒ） １回戦敗退

水島　奏美　（柏崎ジュニア） １回戦敗退 吉田　優亜・榎本　　唯　組　（豊栄ジュニア） １回戦敗退

４年生以下女子シングルスの部 ４年生以下女子ダブルスの部

五十嵐　温　（白根エンゼルス） 準優勝 韮澤　美羽・石田　有彩　組　（小野Ｊｒ） 優　勝

高山　理奈　（小須戸スポ少） ベスト８ 石田　有紀乃・佐野　未海子　組　（小野Ｊｒ） 準優勝

石井　亜海　（白根エンゼルス） ベスト８ 大泉　里沙・増田　紗也　組　（つばめインパクト） ベスト８

小菅　民　　（阿賀野ジュニア） １回戦敗退 山田　　栞・星川　夏渚　組　（田尻フェニックス） ベスト８

⑩　第２１回北信越小学生バドミントン選手権大会　兼　第１9回全国大会北信越予選会



平成22年12月24～28日　　松山市　愛媛県武道館ほか

都道府県対抗戦　男子

選手 藤田　啓汰　・　大﨑　広裕　（阿賀野ジュニア）　　橋本　優　（つばさＪＢＣ）

大那　慎　・小林　隆作　（白根エンゼルス）

２回戦 新潟県　２－１　神奈川県

大那・小林　組　２　（17－21　26－24　21－10）　１　大久保　達也・末永　雄士　組

橋本　優　１　（15－21　2１－19　14－21）　２　石井　宏昌

藤田　啓汰　２　（21－11　21－7）　０　坂東　拓哉

3回戦 新潟県　１－２　熊本県

大那・小林組　２　（22－20　21－14）　０　山本　巧海・太田　一楓　組

藤田　啓汰　０　（15－21　11－21）　２　平川　透

橋本　優　０　（15－21　19－21）　２　小本　大佑

決勝 東京都　２－１　山形県

　新潟県男子はベスト16

都道府県対抗戦　女子

選手 小菅　留実　（阿賀野ジュニア）　目崎　澪　・　栃本　ゆき乃　・　永井　瀬雰　（小野Ｊｒ）

長谷川　ときわ　・　鷲尾　夕夏　（豊浦スペリオールズ）

１回戦 新潟県　３－０　京都府

目崎・栃本組　２　（19－21　21－19　21－17）　１　中野　楓月・森田　和花　組

小菅　留実　２　（21－17　21－14）　０　和田　七海

永井　瀬雰　２　(21－17　21－15）　０　田村　優歩

２回戦 新潟県　３－０　山口県

目崎・栃本組　２　（24－22　23－25　21－15）　１　新田　琴乃・岩永　鈴　組

小菅　留実　２　（21－9　21－5）　０　小川　香月

永井　瀬雰　２　(21－14　21－13）　０　筒井　いまり

３回戦 新潟県　２－０　神奈川県

目崎・栃本組　２　（19－21　21－14　21－15）　１　乾　英奈・山口　萌　組

小菅　留実　２　（21－15　17－21　21－16）　１　二村　ひとみ

準々決勝 新潟県　２－１　広島県

目崎・栃本組　２　（21－16　21－14）　０　小田　菜摘・内山　のどか　組

永井　瀬雰　１　(16－21　21－17　15－21）　２　縄田　佳子

小菅　留実　２　（21－14　21－13）　０　松岡　真那

準決勝 新潟県　０－２　岡山県

目崎・栃本組　０　（17－22　20－22）　２　金田　明日香・香山　未帆　組

永井　瀬雰　０　(15－21　8－21）　２　若林　真名

決勝 埼玉県　２－０　岡山県

　新潟県女子は３位入賞（新潟県女子で過去最高成績）

⑪　第19回全国小学生バドミントン選手権大会　新潟県勢結果



個人戦

　6年生以下男子シングルス

２回戦 藤田　啓汰　(阿賀野ジュニア）　０　（16-21　16-21）　２　野中　隆太郎　（愛知）

　5年生以下男子シングルス

２回戦 五十嵐　秋斗　（はちみつＪｒ）　０　（10-21　13－21）　２　友金　利玖斗　（兵庫）

　6年生以下男子ダブルス

２回戦 大那　慎・小林　隆作　組（白根エンゼルス）　２　（21-12　21-16）　０　高田　直希・保坂　涼太組（北海道）

３回戦 大那　慎・小林　隆作　組　２　（21-12　21-16）　０　江田　昂弘・八色　駿　組（福岡）

準々決勝 大那　慎・小林　隆作　組　１　（18－21　21－14　10－21）　２　井上　健太・樋口　知成　組（岡山）

　大那･小林組は３年連続５位入賞

　４年生以下男子ダブルス

１回戦 石本　空・二村　春熙　組（小須戸スポーツ少年団）　０　（10-21　20-22）　２　山下　潤也　・川島　直也　組（埼玉）

２回戦 三輪　泰輝・山崎　汰一　組（はちみつＪｒ）　０　（18－21　15－21）　２　武井　優太・松永　那津央　組（東京）

　６年生以下女子シングルス

2回戦 小菅　留実（阿賀野ジュニア）　１　(14－21　22－20　15－21)　２　松山　奈未（福岡）

　５年生以下女子シングルス

２回戦 上杉　優里（豊栄ジュニア）　０　（12－21　8－21）　２　高橋　明日香（栃木）

永井　瀬雰（小野Ｊｒ）　２　(21－11　21－19)　０　山口　萌　（神奈川）

3回戦 永井　瀬雰　２　(21－14　21－7)　０　上田　実夢　（福島）

準々決勝 永井　瀬雰　２　(21－18　23－21)　０　森本　暁音　（熊本）

準決勝 永井　瀬雰　１　(21－18　16－21　16－21)　２　平野　紗妃　（香川）

　永井瀬雰は2年連続3位入賞

　４年生以下女子シングルス

2回戦 五十嵐　温（白根エンゼルス）　２　（21－14　21－14）　０　開発　莉子（北海道）

3回戦 五十嵐　温　２　（21－11　21－7）　０　福井　美空（埼玉）

準々決勝 五十嵐　温　０　（14－21　12－21）　２　吉川　真白（香川）

　五十嵐温は初の5位入賞

　6年生以下女子ダブルス

２回戦 長谷川ときわ・鷲尾夕夏　組（豊浦スペリオールズ）　２　（21－16　18－21　23－21）　１　黒木楓・吉本彩夏　組（熊本）

目崎　澪・栃本　ゆき乃　組（小野ｊｒ）　２　（21-23　21-12　21-14）　１　北森　麻矢・鶴下　裟己　組（熊本）

３回戦 長谷川　ときわ・鷲尾　夕夏　組　０　（19－21　20－22　）　２　足利　祐稀乃・保原　彩夏組（宮城）

目崎　澪・栃本　ゆき乃　組　２　（21-14　21-13）　０　田中　涼香・佐藤　由紀乃組（北海道）

準々決勝 目崎　澪・栃本　ゆき乃　組　１　（21-11　17－21　13－21）　２　可野　安純・宮田　弥杏　組（大阪）

　目崎･栃本組は初の5位入賞

　4年生以下女子ダブルス

２回戦 佐野　未海子・石田　有紀乃　組（小野Ｊｒ）　１　(22－20　18－21　16－21)　２　佐藤　灯・鈴木　陽向　組（埼玉）　

韮澤　美羽･石田　有彩　組（小野Ｊｒ）　２　(21－18　21－13)　０　堀口　真代・藤本　紗季　組（熊本）

３回戦 韮澤　美羽･石田　有彩　組　　２　(21－8　21－18)　０　大貫　桃子・大垣　日南　組（栃木）

準々決勝 韮澤　美羽･石田　有彩　組　　２　(21－14　21－16)　０　幸　凪紗・福崎　咲記子組（大分）

準決勝 韮澤　美羽･石田　有彩　組　　２　(21－15　21－8)　０　江里口　梨奈・田中　果帆　組（佐賀）

決勝 韮澤　美羽･石田　有彩　組　　２　(21－11　21－15)　０　曽根　結子・福本　真恵七　組（大阪）

　韮澤･石田組は初優勝



Ａブロック 勝山南部 滑川・富山和合 阿賀野 順位
勝山南部ジュニア  ○２－１ １
滑川・富山和合 ×１－２ ○２－１ ２
阿賀野ジュニア  ×１－２ ４
大徳ジュニア ×１－２ ○２－１ ３

Ｂブロック 中野・更北 岩室・小須戸 井口ジュニア 順位
中野・更北ジュニア  ×０－３ ×１－２ ３
岩室・小須戸 ○３－０ ○２－１ １
井口ジュニア ○２－１  ×１－２ ２ 1

Ｃブロック かしま 大野 南信・駒ヶ根・南木曽 順位
バドミントンクラブかしま  ×１－２ ○２－１ ２ 2
大野ジュニア ○２－１ ○３－０ １
南信・ＴＩＪ駒ヶ根・南木曽 ×１－２  ×０－３ ３ 2

Ａブロック Ｏ　Ｋ 大　野 はちみつ・北鯖石 順位
ＯＫジュニア  ○３－０ １
大野ジュニア ×０－３ ○２－１ ２
はちみつ・北鯖石  ×１－２ ３
上市バドミントンスクール ×０－３ ×１－２ ４

Ｂブロック 中野・更北 小野Ｊｒ ラブスマッシュ 順位
飯田ジュニア  ×１－２ ○３－０ ２
小野Ｊｒ ○２－１ ○２－１ １
ラブスマッシュ ×０－３  ×１－２ ３ 1

Ｃブロック 堀川南 勝山南部 南 信 順位
堀川南ジュニア  ×１－２ ○２－１ ２ 0
勝山南部ジュニア ○２－１ ○２－１ １
南信ジュニア ×１－２  ×１－２ ３ 2

Ａブロック 高 岡 足　羽 小野・三条・中野島 順位
高岡ジュニア  ×１－２ ２
足羽ジュニア ○２－１ ○２－１ １
小野・三条・中野島  ×１－２ ４
NABA・松川・飯田 ×１－２ ○２－１ ３

Ｂブロック 阿賀野・はちみつ 能登町 上市・入善 順位
阿賀野・はちみつ  ×１－２ ○２－１ ２
能登町ジュニア ○２－１ ○３－０ １
上市・入善ジュニア ×１－２  ×０－３ ３

Ｃブロック 南信 新神田 Ｄｒｅａｍ.Ｊｒ 順位
南信ジュニア  ×１－２ ×０－３ ３ 2
新神田ジュニア ○２－１ ×０－３ ２
Ｄｒｅａｍ.Ｊｒ ○３－０  ○３－０ １ 0

Ａブロック 社 南 高岡・川原 南木曽・臥龍 順位
社南ジュニア ○２－１ ３
高岡・川原クラブ ○２－１ ２
南木曽・臥龍Ｊｒ ×１－２  ×１－２ ４
国府ジュニア ○２－１  ○２－１ １

Ｂブロック つばめ・豊栄 南　信 大 野 順位
つばめ・豊栄  ○３－０ ×１－２ ２
南信ジュニア ×０－３ ×１－２ ３
大野ジュニア ○２－１  ○２－１ １

Ｃブロック 大 徳 堀川南・入善 阿賀野・豊浦 順位
大徳ジュニア  ×１－２ ○３－０ ２ 0
堀川南・入善ジュニア ○２－１ ○２－１ １
阿賀野・豊浦 ×０－３  ×１－２ ３ 1

Ａブロック 南 信 勝　山 新湊・婦中 順位
南信ジュニア ×１－２ ４
勝山ジュニア ○ １
新湊・婦中ジュニア ○２－１  ×０－３ ３
ＯＫジュニア ○２－１  ×０－３ ２

Ｂブロック 高 松 堀川南・高岡 小須戸・はちみつ 順位
高松ジュニア  ×１－２ ×０－３ ３
堀川南・高岡ジュニア ○２－１ ×１－２ ２
小須戸・はちみつ ○３－０  ○２－１ １ 1

Ｃブロック 阿賀野 Ｄｒｅａｍ.Ｊｒ 南木曽・佐久・臥龍 順位
阿賀野ジュニア  ○３－０ ○３－０ １ 0
Ｄｒｅａｍ.Ｊｒ ×０－３ ○２－１ ２
南木曽・佐久・臥龍 ×０－３  ×１－２ ３ 2

Ａブロック 南木曽 北鯖石・田尻 足 羽 順位
南木曽ジュニア ×１－２ ４
北鯖石・田尻 ○２－１ １
足羽ジュニア ○２－１  ×１－２ ２
金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ ○２－１  ×０－３ ３

Ｂブロック 松 本 高岡・川原 南 信 順位
松本ジュニア  ○３－０ ○３－０ １
高岡・川原クラブ ×０－３ ○３－０ ２
南信ジュニア ×０－３  ×０－３ ３

Ｃブロック 中 央 山室中部・ＳＣ富山 つばめ・坂井輪 順位
中央ジュニア  ○２－１ ×１－２ ２ 2
山室中部・ＳＣ富山 ×１－２ ×１－２ ３
つばめ・坂井輪 ○２－１  ○２－１ １ 1

大 徳
○２－１

×１－２

 ○２－１

小野Ｊｒ

2位

3位
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