
強化選手選考にあたって

２　選手名簿

№ 氏　　　名 性別 チーム名 新学年 選考会成績等
1 古川　晃大 男 つばさＪＢＣ 6年 男子6年シングルス1位
2 大矢　莞太 男 中野島ＪＢＣスポーツ少年団 6年 男子6年シングルス2位
3 小西　泰世 男 五泉バンビーノ 6年 男子6年シングルス3位
4 齋藤　由樹 男 阿賀野ジュニア 6年 男子6年ダブルス1位
5 渡辺　皓太 男 阿賀野ジュニア 6年 男子6年ダブルス1位
6 江口　直紀 男 阿賀野ジュニア 6年 男子6年ダブルス2位
7 中野　拓哉 男 阿賀野ジュニア 6年 男子6年ダブルス2位
8 武田　航太 男 はちみつＪｒ 6年 男子6年ダブルス3位
9 宮川　翔太 男 はちみつＪｒ 6年 男子6年ダブルス3位

10 目崎　駿太郎 男 小野Ｊｒ 5年 強化部推薦
11 武田　航太 男 はちみつＪｒ 5年 強化部推薦
12 矢田　武蔵 男 プログレス 5年 男子5年シングルス1位
13 阿部　大輔 男 はちみつＪｒ 5年 男子5年シングルス2位
14 後藤　空 男 はちみつＪｒ 5年 男子5年ダブルス1位
15 土田　琉聖 男 はちみつＪｒ 5年 男子5年ダブルス1位
16 冨樫　正大 男 山北スポーツ少年団 5年 男子5年ダブルス2位
17 渡辺　涼太 男 山北スポーツ少年団 5年 男子5年ダブルス2位
18 齋藤　駿 男 五泉バンビーノ 3年 男子4年シングルス1位
19 渡辺　康介 男 山北スポーツ少年団 4年 男子4年シングルス2位
20 矢田　楓雅 男 プログレス 3年 男子4年シングルス3位
21 小西　典太 男 五泉バンビーノ 4年 男子4年シングルス3位
22 齋藤　颯人 男 新発田市スポーツ少年団 4年 男子4年ダブルス1位
23 菅原　陽太 男 新発田市スポーツ少年団 4年 男子4年ダブルス1位
24 大橋　宏太郎 男 宮浦スクール 3年 男子4年ダブルス2位
25 北村　周 男 宮浦スクール 3年 男子4年ダブルス2位
26 石井　亜海 女 小野Ｊｒ 6年 女子6年シングルス1位
27 宇賀田　雛帆 女 直江津JBC 6年 女子6年シングルス2位
28 五十嵐　優花 女 坂井輪ジュニア 6年 女子6年シングルス3位
29 齋藤　涼花 女 新発田市スポーツ少年団 6年 女子6年シングルス3位
30 月橋　唯奈 女 柏崎ジュニア 6年 女子6年ダブルス1位
31 山田　莉穂 女 柏崎ジュニア 6年 女子6年ダブルス1位
32 大竹　望月 女 新津ジュニア 6年 女子6年ダブルス2位
33 諸橋　愛梨 女 新津ジュニア 6年 女子6年ダブルス2位
34 鈴木　里夏 女 阿賀野ジュニア 6年 女子6年ダブルス3位
35 渡辺　花穂 女 阿賀野ジュニア 6年 女子6年ダブルス3位
36 長谷川　未来 女 小野Ｊｒ 5年 強化部推薦
37 松山　祐実 女 坂井輪ジュニア 5年 女子5年シングルス1位
38 佐々木　真奈 女 佐渡ジュニア 5年 女子5年シングルス2位
39 伊藤　美花 女 プログレス 5年 女子5年シングルス3位
40 白井　楓伽 女 五泉バンビーノ 5年 女子5年ダブルス1位
41 豊島　ちあき 女 五泉バンビーノ 5年 女子5年ダブルス1位
42 藤田　凛 女 はちみつＪｒ 5年 女子5年ダブルス2位
43 遠藤　愛加 女 はちみつＪｒ 4年 女子5年ダブルス2位
44 目崎　舞桜 女 小野Ｊｒ 4年 女子4年シングルス1位
45 石川　莉佳子 女 岩室スポーツ少年団 4年 女子4年シングルス2位
46 韮澤　百羽 女 小野Ｊｒ 3年 女子4年シングルス3位
47 藍澤　理桜 女 田尻フェニックス 4年 女子4年シングルス3位
48 桑原　美咲 女 柏崎ジュニア 4年 女子4年ダブルス1位
49 山田　聖 女 柏崎ジュニア 4年 女子4年ダブルス1位
50 中野　彩季 女 阿賀野ジュニア 4年 女子4年ダブルス2位
51 肥田　百音 女 阿賀野ジュニア 4年 女子4年ダブルス2位

決定!　 　平成25年度　新潟県小学生バドミントン強化指定選手

　選考会の結果により、1･2位の選手を中心に選考した。3位選手の中からは、2位と実力が拮抗している
選手、選手の将来性や北信越大会を勝ち抜ける可能性の高い選手を選考した。なお、今後の大会結果
等により、年度途中の強化指定の解除、強化指定選手の追加もある。
　10月の北信越選手権大会終了後は、全国選手権大会に出場する選手を強化指定選手とする。


