２．大会結果報告

① 第2７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

１位
２位
３位
４位

男子の部
阿賀野ジュニバドミントンクラブ
はちみつＪｒ
佐渡ジュニアバドミントンクラブ
新潟ジュニアバドミントンクラブ

１位
２位
３位
３位

平成２３年５月７日 五泉市総合会館
女子の部
小野Ｊｒバドミントンクラブ
阿賀野ジュニアバドミントンクラブ
つばめインパクト
はちみつＪｒバドミントンクラブ

② 第12回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会新潟県予選会
Ａクラス（5・6年）男子の部
１位 五十嵐 秋斗 （はちみつｊｒ）
２位 金子 優太 （山古志）
３位 錦織 光 （阿賀野ジュニア）
３位 高橋 玄 （中野島ＪＢＣ）

平成２３年５月８日 五泉市総合会館
Ａクラス（5・6年）女子の部
１位 永井 瀬雰 （小野Ｊｒ）
２位 石田 有彩 （小野Ｊｒ）
３位 上杉 優里 （豊栄ジュニア）
３位 五十嵐 温 （小野ｊｒ） ※代表決定戦で勝利本戦へ

Ｂクラス（3・4年）男子の部
１位 小西 泰世 （五泉バンビーノ）
２位 齋藤 由樹 （阿賀野ジュニア）
３位 武田 航太 （はちみつｊｒ）
３位 宇治 透磨 （佐渡ジュニア）

Ｂクラス（3・4年）女子の部
１位 石井 亜海 （小野Ｊｒ）
２位 五十嵐 優花 （坂井輪ジュニア）
３位 宇賀田 雛帆 （直江津ＪＢＣ）
３位 小武 知世 （小須戸スポーツ少年団）

Ｃクラス（1・2年）男子の部
１位 渡辺 康介 （山北スポーツ少年団）
２位 小西 典太 （五泉バンビーノ）
３位 松尾 駿 （新潟ジュニア）
３位 斉藤 涼磨 （プラウバードジュニア）

Ｃクラス（1・2年）女子の部
１位 遠藤 愛加 （はちみつｊｒ）
２位 石川 莉佳子 （岩室ジュニア）
３位 目崎 舞桜 （小野ｊｒ）
３位 金子 小雪 （山古志スポーツ少年団）

③ 第22回新潟県ジュニア小学生バドミントン大会 兼 第20回全国小学生選手権大会新潟県予選会

１位
２位
３位
３位

６年生以下男子シングルスの部
金子 優太 （山古志スポーツ少年団）
五十嵐 秋斗 （はちみつＪｒ）
小船井 拓海 （豊栄ジュニア）
斉藤 有輝 （プラウバードジュニア）

１位
２位
３位
３位

シングルスの部
平成２３年６月２５日 柏崎市総合体育館
６年生以下女子シングルスの部
上杉 優里 （豊栄ジュニア）
水島 奏美 （柏崎ジュニア）
上杉 志保 （佐渡ジュニア）
佐藤 恵 （阿賀野ジュニア）

１位
２位
３位
３位

５年生以下男子シングルスの部
石澤 樹 （小野Ｊｒ）
石本 空 （小須戸スポ少）
三輪 泰輝 （はちみつＪｒ）
阿部 竜也 （新潟ジュニア）

１位
２位
３位
３位

５年生以下女子シングルスの部
五十嵐 温 （小野Ｊｒ）
高山 理奈 （小須戸スポーツ少年団）
小菅 民 （阿賀野ジュニア）
大野 みる （田尻フェニックス）

１位
２位
３位
３位

４年生以下男子シングルスの部
小西 泰世 （五泉バンビーノ）
大矢 莞太 （中野島ＪＢＣ）
目崎 駿太郎 （小野Ｊｒ）
古川 晃大 （つばさＪＢＣ）

１位
２位
３位
３位

４年生以下女子シングルスの部
石井 亜海 （小野Ｊｒ）
五十嵐 優花 （坂井輪ジュニア）
長谷川 未来 （小野ｊｒ）
小武 知世 （小須戸スポーツ少年団）

１位
２位
３位
３位

２年生以下男子シングルスの部
斉藤 駿 (五泉バンビーノ)
小西 典太 （五泉バンビーノ）
松井 康正 （はちみつＪｒ）
松尾 駿 （新潟ジュニア）

１位
２位
３位
３位

２年生以下女子シングルスの部
石川 莉佳子 （岩室ジュニア）
目崎 舞桜 （小野ｊｒ）
韮澤 百羽 （小野ｊｒ）
金子 小雪 （山古志スポーツ少年団）

④ 第2７回若葉カップ全国小学生バドミントン大会
平成２３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 ２勝０敗 予選リーグ１位 予選突破
小野Ｊｒ
２勝０敗 予選リーグ１位 予選突破
阿賀野ジュニア ３－２ 渚ジュニア（鳥取）
小野Ｊｒ
４－１ ハルトノバドミントン（茨城）
阿賀野ジュニア ３－２ 鶴岡ジュニア（山形）
小野Ｊｒ
５－０ 藍住エンジェル（徳島）
はちみつＪｒ
０勝２敗 予選リーグ３位 予選敗退
はちみつＪｒ ２－３ 小平ジュニア（東京）
はちみつＪｒ １－４ ジュニアスクール松山（愛媛）
男子決勝トーナメント
女子決勝トーナメント
１回戦
１回戦
中央スポ少（香川） ３－２ 阿賀野ジュニア
小野Ｊｒ
３－１ 旭川東栄少年団（北海道）
阿賀野ジュニアはベスト16
準々決勝
小野Ｊｒ
３－１ 小平ジュニア（東京）
準決勝
鳩ヶ谷ウイングス（埼玉） ３－２ 小野Ｊｒ
小野Ｊｒは第３位（２年連続）

⑤ 第12回全国小学生ABCバドミントン大会
Ａクラス男子の部 予選ブロック３位で予選通過ならず
五十嵐 秋斗 ０－２ 蝦夷森 駿（北海道）
五十嵐 秋斗 ２－０ 寺尾 陸 （京都）
五十嵐 秋斗 ０－２ 江藤 佑太（熊本）

平成２３年８月１２～１３日 熊本県八代市
Ａクラス女子の部 予選ブロック３位で予選通過ならず
五十嵐 温 ０－２ 森 沙耶 （熊本）
五十嵐 温 １－２ 巻口 実可（千葉）
Ａクラス女子の部 予選ブロック１位で予選通過
永井 瀬雰 ２－０ 請田 沙穂 （長崎）
永井 瀬雰 ２－０ 田代 愛妃 （栃木）
Ａクラス女子の部 決勝トーナメント
2回戦 永井 瀬雰 ２－０ 大上 月佳 （東京）
3回戦 永井 瀬雰 ０－２ 水井 ひらり （三重）
ベスト１６

Ｂ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 寺井 彪真（香川）
目崎 駿太郎 ２－０ 今井 拓海（島根）
Ｂクラス男子の部 決勝トーナメント
1回戦 目崎 駿太郎

０－２

Ｂクラス女子の部 予選ブロック１位で予選通過
石井 亜海 ２－０ 日野 智然 （広島）
石井 亜海 ２－０ 馬込 由梨乃 （鹿児島）
Ｂクラス女子の部 決勝トーナメント

山崎 孝樹（福岡）

2回戦 石井 亜海
3回戦 石井 亜海
4回戦 石井 亜海

２－０
２－０
０－２

赤坂 玲奈 （青森）
海老澤 彩 （茨城）
郡司 莉子 （東京）

Ｃクラス男子の部 予選ブロック1位で予選通過

ベスト８
Ｃクラス女子の部 予選ブロック２位で予選通過

渡辺 康介
２－０ 石崎 陽明（栃木）
渡辺 康介
２－０ 山田 悠 （岐阜）
Ｃクラス男子の部 決勝トーナメント

遠藤 愛加 ０－２ 長嶋 穂希 （千葉）
遠藤 愛加 ２－０ 大塚 舞桜 （静岡）
Ｃクラス女子の部 決勝トーナメント

1回戦 渡辺 康介
2回戦 渡辺 康介

２－０
２－１

與儀 天友（沖縄）
井手口 峻（広島）
ベスト１６

１回戦 遠藤 愛加
２回戦 遠藤 愛加

２－１
０－２

荻沼 由果梨 （長野）
小野 涼奈 （群馬）
ベスト１６

⑥ 第22回新潟県ジュニア小学生バドミントン大会 兼 第20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２３年９月３日

１位
２位
３位
３位

６年生以下男子ダブルスの部
高橋 玄 ･鈴木 琢真 組 （中野島ＪＢＣ）
金田 琉偉・錦織 光 組 （阿賀野ジュニア）
月橋 恒紀・鴨下 汰輝 組 （柏崎ジュニア）
小西 友朗・横山 岳 組 （五泉バンビーノ）

１位
２位
３位
３位

１位
２位
３位
３位

５年生以下男子の部
石塚 凌 ・小林 悠斗 組 （阿賀野ジュニア）
石塚 稜梧・大月 一摩 組 （阿賀野ジュニア）
阿部 竜也・長場 優也 （新潟ジュニア）
宮路 巧巳･小日向流季 （つばめインパクト）

１位
２位
３位
３位

１位
２位
３位
３位

４年生以下男子の部
江口 直紀･齋藤 由樹
中野 拓哉･渡辺 皓太
武田 要太･武田 航太
川端 春希・宇治 透磨

１位
２位
３位
３位

新発田市カルチャーセンター

６年生以下女子ダブルスの部
出戸 成美・長谷川真子 （宮浦スクール）
佐藤 恵・齋藤 成 組 （阿賀野ジュニア）
遠藤 祐奈・秋本 理恵 組 （はちみつＪｒ）
関崎 真琴・大久保紗希 組 （つばめインパクト）

５年生以下女子の部
韮澤 美羽・石田 有彩 組 （小野Ｊｒ）
石田有紀乃・佐野未海子 組 （小野Ｊｒ）
大泉 里沙・増田 紗也 組 （つばめインパクト）
佐藤 みる・佐藤 美花 組 （田尻フェニックス）
４年生以下女子の部

組
組
組
組

（阿賀野ジュニア）
（阿賀野ジュニア）
（はちみつＪｒ）
（佐渡ジュニア）

小武 知世・石井 伶奈 組 （小須戸スポーツ少年団）

大江 夏生･渡辺 花穂 組 （阿賀野ジュニア）
豊島さくら・白井楓伽 組 （五泉バンビーノ）
月橋 唯奈・山田 莉穂 組 （柏崎ジュニア）

⑦ ヨネックス杯争奪 第30回新潟県小学生バドミントン大会

１位
２位
３位
３位

男子Aシングルスの部
金子 優太 （山古志スポーツ少年団）
五十嵐 秋斗 （はちみつＪｒ）
石澤 樹 （小野Ｊｒ）
三輪 泰輝 （はちみつＪｒ）

１位
２位
３位
３位

平成２３年１０月２３日
女子Aシングルスの部
永井 瀬雰 （小野Ｊｒ）
上杉 優里 （豊栄ジュニア）
五十嵐 温 （小野Ｊｒ）
水島 奏美 （柏崎ジュニア）

１位
２位
３位
３位

男子Aダブルスの部
金田 琉偉・錦織 光 組 （阿賀野ジュニア）
高橋 玄 ･鈴木 琢真 組 （中野島ＪＢＣ）
石塚 凌 ・小林 悠斗 組 （阿賀野ジュニア）
石塚 稜梧・大月 一摩 組 （阿賀野ジュニア）

１位
２位
３位
３位

女子Aダブルスの部
出戸 成美・長谷川真子 （宮浦スクール）
韮澤 美羽・石田 有彩 組 （小野Ｊｒ）
佐藤 恵・齋藤 成 組 （阿賀野ジュニア）
石田有紀乃・佐野未海子 組 （小野Ｊｒ）

１位
２位
３位
３位

男子Ｂシングルスの部
小西 泰世 （五泉バンビーノ）
大矢 莞太 （中野島ＪＢＣ）
武田 航太 （はちみつＪｒ）
目崎 駿太郎 （小野Ｊｒ）

１位
２位
３位
３位

女子Ｂシングルスの部
石井 亜海 （小野Ｊｒ）
小武 知世 （小須戸スポーツ少年団）
齋藤 涼花 （新発田市スポーツ少年団）
長谷川 未来 （小野ｊｒ）

１位
２位
３位
３位

男子Ｂダブルスの部
江口 直紀･渡辺 皓太
川端 春希・宇治 透磨
阿部 大輔・佐藤 悠仁
武田 要太･宮川 翔太

１位
２位
３位
３位

女子Ｂダブルスの部
月橋 唯奈・山田 莉穂 組 （柏崎ジュニア）
豊島さくら・白井楓伽 組 （五泉バンビーノ）
五十嵐優花･松山 祐実 組 （坂井輪ジュニア）
大竹 望月・諸橋 愛梨 組 （新津ジュニア）

組
組
組
組

（阿賀野ジュニア）
（佐渡ジュニア）
（柏崎ジュニア）
（はちみつＪｒ）

長岡市民体育館

⑧ 第8回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会 兼 第23回北信越小学生大会新潟県予選会

１位
２位
３位

１位

１位
２位
３位

６年生男子の部
中野島ＪＢＣ
阿賀野・はちみつ合同チーム
佐渡ジュニア

５年生男子の部
阿賀野･新発田合同チーム
小須戸・はちみつ合同チーム
五泉･小野合同チーム

４年生男子の部
阿賀野ジュニアバドミントンクラブ
柏崎・はちみつ合同チーム
中野島･栃尾合同チーム

１位
２位
３位

平成２３年１１月２１日
６年生女子の部
小野Ｊｒ
つばめインパクト･豊栄
小須戸・はちみつ

三条市総合体育館

１位
２位
３位
３位

５年生女子の部
田尻･柏崎合同チーム
つばめインパクト･坂井輪合同チーム
はちみつＪｒ
新津ジュニアバドミントンクラブ

１位
２位
３位

４年生女子の部
プログレス･柏崎合同チーム
五泉･小須戸合同チーム
阿賀野ジュニアバドミントンクラブ

⑨ 第1２回関東小学生オープンバドミントン大会
平成２３年１１月１２・１３日 神奈川県川崎市宮前スポーツセンター
男子の部
選手 金子 優太 （山古志スポーツ少年団）
五十嵐 秋斗 （はちみつＪｒ）
高橋 玄 ･鈴木 琢真 組 （中野島ＪＢＣ）
金田 琉偉・錦織 光 組 （阿賀野ジュニア）

女子の部
永井
上杉
出戸
韮澤

予選リーグ 1勝2敗で7･8･９位決定リーグへ
新潟県 ２－１ 愛知県
新潟県 １－２ 神奈川県
新潟県 １－２ 東京都

予選リーグ 3勝0敗で決勝リーグへ
新潟県 ３－０ 北海道
新潟県 ３－０ 山梨県
新潟県 ２－１ 東京都

4・5・6位決定リーグ
新潟県 ２－１ 群馬県
新潟県 ２－１ 栃木県

決勝リーグ
新潟県 ２－１ 群馬県
新潟県 ２－１ 埼玉県
男子９位

瀬雰 （小野Ｊｒ）
優里 （豊栄ジュニア）
成美・長谷川真子 （宮浦スクール）
美羽・石田 有彩 組 （小野Ｊｒ）

女子優勝（初）

