
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

佐々木 大樹６ 山岸 拓海５ 稲川 蓮二郎４ 韮澤 百羽６ 永井 明音５ 桐澤 実凜４

(佐渡ジュニア) (燕スポ少) (豊栄ジュニア) (小野Jr.) (はちみつJr) (新津ジュニア)

権平 大翔６ 本多 直人５ 山城 拓也４ 平野 詩音６ 深井 ゆあ５ 川村 詩織４

(五泉バンビーノ) (ウィニングロード) (佐渡ジュニア) (小野Jr.) (プログレス) (小野Jr.)

稲川 天６ 前山 伶音５ 小林 大晟４ 相澤 咲良６ 片桐 涼花５ 山岸 ひな４

(豊栄ジュニア) (ウィニングロード) (柏崎ジュニア) (五泉バンビーノ) (白根エンゼルス) (坂井輪ジュニア)

松澤 幸太郎６ 久住 光陽５ 羽賀 晴人３ 塩嶋 優羽６ 権平 成美５ 南 愛莉４

(豊栄ジュニア) (豊栄ジュニア) (豊浦スペリオールズ) (直江津ＪＢＣ) (新津ジュニア) (神山ジュニア)

土田 隼輝 ６ 渡辺 匠５ 佐藤 大修３ 松田 芽依６ 片所 凜５ 梶原 碧乃４

(見附スポ少) (ウィニングロード) (宮浦スクール) (坂井輪ジュニア) (中野島ＪＢＣ) (宮浦スクール)

土居 幸一郎６ 小川 遼５ 松澤 侑也２ 鳥谷 麻子６ 渡邉 未来５ 若杉 美和４

(はちみつJr) (はちみつJr) (豊栄ジュニア) (新潟ジュニア) (小野Jr.) (中野島JBC)

北村 周６ 橘 温大５ 山城 政人２ 宇賀田 美琴６ 天野 愛羽５ 永井 麻琳３

(宮浦スクール) (はちみつJr) (佐渡ジュニア) (直江津ＪＢＣ) (新津ジュニア) (ＮＪクラブ)

佐々木 向６ 大滝 崚央５ 中山 裕斗３ 桐澤 花楓６ 鈴木 深優５ 佐々木 茉央４

(柏崎ジュニア) (新潟ジュニア) (佐渡ジュニア) (新津ジュニア) (ＳＳモンキー) (直江津ＪＢＣ)

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

相澤 大智６ 渡辺 麗音５ 村上 光希４ 島谷 明日香６ 斉藤 舞音５ 田村 桃香４

矢田 楓雅６ 菅井 康司５ 磯部 陽向４ 品川 由羽６ 笹川 凛５ 武居 花音４

(プログレス) (はちみつJr) (佐渡ジュニア) (柏崎ジュニア) (白根エンゼルス) (柏崎ジュニア)

鴻江 翔伍６ 落合 優護５ 土田 愛翔４ 加藤 千聖６ 太田 静夏５ 冨田 心結４

中山 結斗６ 新野 走５ 椎谷 亮佑４ 川田 百華５ 村田 千夏５ 嶋岡 芽生４

(佐渡ジュニア) (五泉バンビーノ) (はちみつJr) (阿賀野ジュニア) (柏崎ジュニア) (柏崎ジュニア)

大山 翔愛６ 佐藤 唯斗５ 渡邉 怜王４ 鬼 菜々美６ 白井 美沙希５ 佐藤 華笑４

引野 海里６ 佐藤 和月４ 芦田 洸太４ 川端 秀美６ 泉田 咲羽５ 岡本 葵生４

(佐渡ジュニア) (白根エンゼルス) (ウィニングロード) (佐渡ジュニア) (白根エンゼルス) (柏崎ジュニア)

清水 翔太６ 中村 大和５ 松澤 空也４ 大石 宙６ 本間 楓菜５ 曽根 香凛４

堀内 大悟６ 星野 優希５ 佐藤 佑羽３ 陶山 由奈６ 藤田 花寧５ 髙橋 祥花３

(つばさJBC) (栃尾ジュニア) (豊栄ジュニア) (中野島JBC) (豊栄ジュニア) (十日町スポ少)

茂田井 大空６ 茂田井 大翔３ 金子 妃６ 下地 夏実５ 阿部 愛華４

中山 朋孟６ 阿部 優心３ 佐藤 琳６ 村越 遥妃５ 渡辺 美羽４

(柏崎半田) (柏崎半田) (五泉バンビーノ) (中野島JBC) (柏崎半田)

根立 宙斗６ 小池 快生４ 馬場 楓果６ 三浦 耀子５ 佐藤 玲２

小竹 大陸６ 中山 煌太４ 佐藤 珠羽６ 三國屋 萌５ 渡辺 暖花２

(柏崎半田) (柏崎半田) (きのとスポ少) (佐渡ジュニア) (阿賀野ジュニア)

田中 飛翔６ 山﨑 柊斗４ 桑原 亜弥６ 安永 朱夏５ 本多 彩乃４

長谷川 惠風６ 落合 朝輝３ 飯野 沙耶６ 中山 由菜５ 藤原 李子４

(中野島ＪＢＣ) (五泉バンビーノ) (燕スポ少) (柏崎半田) (つばめインパクト)

長谷川 功輝６ 小林 孝彰４ 遠田 彩乃６ 末武 柑菜５ 山井 咲良４

長谷川 翔６ 中山 皓太３ 土田 菜々子６ 田村 穂香５ 佐藤 夕莉４

(ウィニングロード) (ウィニングロード) (新津ジュニア) (刈羽ジュニア) (栃尾ジュニア)

優　勝

準優勝

三　位

五　位

第22回北信越小学生バドミントン選手権大会 新潟県予選会(平成28年9月4日,柏崎市総合体育館)

優勝

準優勝

三　位

五　位


